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Ⅲ	 訴訟段階	 

 

１	 訴訟手続全般	 

	 

（1）総説	 

	 

	 中国の民事訴訟制度は、二審制を採用している。特許権侵害訴訟もその例外ではなく、二審制

がとられている。但し、個々のプロセスにおいて、特許法の特別規定及び関連の司法解釈が適用

されるため、通常の民事訴訟とは異なる特殊性も持ち合わせている。特許権侵害訴訟のそれぞれ

の段階を詳しく説明する前に、まず、後掲の第一審、第二審及び再審のフローチャートを参照し

て、特許権侵害訴訟手続の全体的な流れを把握していただきたい。	 

	 

（2）管轄	 

	 

	 中国の人民法院に訴訟が提起された場合、被告としてまず考慮しなければならないことは、①

人民法院の管轄権の有無、及び②送達が適法になされたか否か、という 2 点である。 
	 管轄については、民事訴訟法 241 条乃至 244 条に明文の規定がある。注意すべきは、被告が中

国国内に駐在員事務所を有している場合には中国の管轄が認められ、駐在員事務所の所在地の人

民法院が管轄権を有するとされることである。従って、訴えの原因となった事実関係に駐在員事

務所が全く関与していない場合でも、駐在員事務所所在の人民法院に訴えが提起されることがあ

る。 
	 管轄を争う場合には、明示的に管轄異議を申し立てなければならない。これをせずに訴えに応

じて答弁した場合には、当該人民法院の管轄を認めたものとみなされる（民事訴訟法 243 条）。 
 
（3）送達	 

 
	 送達方法については、民事訴訟法 245 条に規定がある。注意すべきは、本条により、国際条約

に定める方式による送達や外交ルートによる送達が認められているだけでなく、中国国内の駐在

員事務所に対する送達を認めていることである。 
	 駐在員事務所に対する送達は、簡便であるため、実務的にも広く用いられている。人民法院か

ら書類を受け取りに来るようにとの連絡が入り、人民法院に出向いて書類を受け取り、受領のた

めの署名をしたところ、中身は訴状であったという例もある。 
 
（4）答弁書提出	 

 
	 被告が訴状の送達を受けてから答弁書を提出するまでの期間は、原則として 15 日であるが（民

事訴訟法 113 条）、中国に住所を有しない外国企業等の場合は 30 日である（民事訴訟法 246 条）。

さらに、延長を申請することもできるが、認められるかどうかは人民法院の裁量による。 
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	 答弁書の提出は被告の権利であり義務ではない。従って、答弁書を期限内に提出しないからと

いって、審理に影響はないことになっている（民事訴訟法 113 条）。しかしながら、外国企業と

しての主張や反論を人民法院にきちんと理解してもらうためには、答弁書を提出した方がよい。

一般的に、限られた答弁期間内に詳細な答弁書を作成するのは非常に困難であるため、答弁期間

内にとりあえず主張の骨子を記載したシンプルな答弁状を提出しておき、その後、詳細な主張を

記載した補充書面を提出することが多い。 
 
（5）公判期日の指定	 

 
	 審理が開始される前に、第 1 回公判期日が指定される。訴状送達時に第 1 回公判期日の呼出状

が添付されていることもあるが、そうでないことも多い。公判期日は 3 日前までに当事者に呼出

状で通知されることになっている（民事訴訟法 122 条、民事訴訟法意見 155 条）。 
	 被告が呼出状による呼出を受けたにもかかわらず、正当な理由なく出廷しない場合には、人民

法院は被告欠席のまま判決を下すことができる（民事訴訟法 130 条）。 
	 なお、日本と異なり、中国には答弁書の擬制陳述の制度がない。従って、被告が答弁書を提出

したが出廷しない場合には、被告欠席のまま判決が言い渡されることもあるので、注意が必要で

ある。 
 
（6）事前調査・証拠交換	 

 
	 場合によっては、公判期日の前に当事者が人民法院に出頭を求められ、裁判官から質問を受け

ることがある。これは、日本における争点及び証拠整理のための弁論準備手続に近い。中国でも、

裁判官は公判期日における審理の準備のため、事前に訴訟資料を審査し証拠を調査収集しなけれ

ばならないので（民事訴訟法 116 条）、案件によっては事前調査として当事者から事情を聴取す

ることがある。 
	 また、開廷前の段階で、「証拠交換」が行われることがある（開廷前の証拠交換が全ての案件で

必ず行われるわけではない）。証拠交換とは、双方当事者が裁判官の主宰において証拠を交換する

ことである（「民事訴訟証拠に関する若干規定」37 条乃至 40 条）。 
 
（7）公判廷	 

 
Ａ	 開廷手続	 

中国では公判期日を開くことを「開廷」という。 
第 1 回公判期日の審理方法であるが、まず書記官が当事者の出頭を確認し、法廷規則を宣告す

る（民事訴訟法 123 条 1 項）。これは、許可なく写真撮影することや私語の禁止等、法廷の秩序

維持に関する規則の朗読である。 
次に、裁判官が法廷に入り、当事者を確認し、事件名を宣告し、裁判官と書記官の名前を明ら

かにし、当事者に訴訟上の権利義務を告知する。さらに、裁判官は当事者に、裁判官や書記官を
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忌避する申立を行うかを質問する（民事訴訟法 123 条 2 項）。 
 
Ｂ	 法廷調査	 

	 忌避の申立がなければ、又は忌避の申立が却下されれば、審理が開始される。 
	 中国の裁判における審理は、「法廷調査」（①当事者の陳述、②証人の権利義務の告知、証人の

証言及び出廷していない証人の証言の朗読、③書証、物証及び視聴覚資料の呈示、④鑑定結果の

朗読、⑤検証記録の朗読）と「法廷弁論」（①原告及びその訴訟代理人の発言、②被告及びその訴

訟代理人の答弁、③第三者及びその訴訟代理人の発言又は答弁、④相互弁論）から構成される。

前者は日本の証拠調べの概念に近く、後者は日本の口頭弁論の概念に近いが、異なる点も多い。

特に、日本では口頭弁論で事実の主張が終わってから証拠調べに入るが、中国では法廷調査（民

事訴訟法 124 条）が終わってから法廷弁論（民事訴訟法 127 条）を行うことが特徴的である。 
（ア）当事者の陳述	 

	 法廷調査の 初に、当事者の陳述が行われる（民事訴訟法 124 条 1 号）。ここでは、原告が訴

状をもとに請求の趣旨と請求を基礎付ける事実関係を述べ、被告がこれに対して認否を行う。従

って、この部分は証拠調べというよりも、当事者の弁論に近いが、当事者の陳述は証拠に及ぶこ

とがある。 
 

（イ）証人尋問	 

	 続いて証人尋問が行われる（民事訴訟法 124 条 2 号）。証人尋問に先立って、裁判官から証人

に対して権利義務が告知される。尋問の順序は特に定めがない。 
	 裁判手続は中国語で行われるため、証人尋問でも中国語が使われる。必要な場合には、通訳が

付けられる。通訳は人民法院が提供し、当事者が費用を負担することになっている（民事訴訟法

238 条）。実際には、当事者が通訳を同行することが多い。 
	 中国の裁判の特色として、1 度の公判期日に多数の証人尋問が行われることがある。迅速な訴

訟進行のため、人民法院が証人に対し、証言内容を書面にまとめて提出するよう求めることもあ

る。 
（ウ）書証、物証の取調べ	 

	 続いて書証と物証調べが行われる（民事訴訟法 124 条 3 号）。書証は原本を提出しなければな

らない。物証は原物の提出が原則である（民事訴訟法 68 条 1 項）。外国の当事者として、外国語

による書証はすべて中国語訳が必要なこと（民事訴訟法 68 条 2 項）に注意しなければならない。 
	 この段階で、鑑定や検証による証拠調べが行われることもある（民事訴訟法 124 条 4 号、5 号）。 
 
Ｃ	 法廷弁論	 

	 法廷調査が終了した後、法廷弁論が開始する（民事訴訟法 127 条）。ここでは、証拠調べの結

果をもとに事実の評価と法律論が戦わされる。まず原告が発言し、次に被告が答弁し、さらに相

互に反論がなされる。 
	 後に、裁判官は原告、被告の順に 終陳述を求める。これをもって、審理が終結される。多

くの場合、原告及び被告は 終準備書面たる「代理詞」を提出する。「代理詞」については項を改
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めて述べる。 
 
Ｄ	 公開裁判	 

	 中国の裁判は公開が原則である。但し、プライバシーに関する事件は非公開であるし、営業秘

密に関する事件も人民法院の判断で非公開にすることができる（民事訴訟法 120 条）。よって、

第三者に知られたくない技術情報や経営情報が争点に関わるような場合は、審理を非公開とする

よう申立てを行うことができる（但し、非公開審理となった場合、訴訟当事者の法定代表者及び

訴訟代理人以外の者（例えば、法務担当者等）は傍聴できなくなる）。また、プライバシ－や営業

秘密等に関わる証拠については、秘密を保持しなければならず、法廷において呈示しなければな

らない場合には、公開の法廷で呈示してはならないものとされている（民事訴訟法 66 条後段）。 
	 裁判報道のためのテレビ撮影や写真撮影については、裁判官の訴訟指揮によるが、日本のよう

に開廷前の様子だけが撮影されるのではなく、審理の状況まで撮影されることがある。 
 
Ｅ	 審理期間	 

民事訴訟法 135 条によると、国内事件の民事訴訟第一審手続は、事件の立件日から 6 ヶ月以内

に結審しなければならず、特別の事由により延長する必要がある場合には、当該人民法院の院長

の承認により 6 ヶ月間の延長が認められ、さらに延長の必要があるときは、上級の人民法院の承

認を得なければならない。また、民事訴訟法 159 条によると、「判決」に対する上訴事件を審理

する場合は、事件立件日から 3 ヶ月以内に結審しなければならず、特別の事由により延長する必

要がある場合には、当該人民法院の院長の承認を得なければならず、「裁定」に対する上訴事件を

審理する場合は、事件立件日から 30 日以内に終審の裁定を下さなければならない。当事者の一

方が外国人である等の渉外民事事件の場合には、上記各規定は適用されないが（民事訴訟法 248
条）、実際には上記各規定が参考とされている。日本における訴訟進行よりもずっと速いペースで

進行することが多いといえる。	 

	 なお、再審事件（ 高人民法院が審理する再審事件も含む）については、上記の審査期間の制

限を受けない。 

	 実際の審理は、1 回の公判期日で終結することもあるし、次回公判期日が指定される場合でも

1 週間後に期日が入ることもある。従って、日本企業としては、中国の裁判は日本の裁判と異な

ることを十分に認識し、周到な準備をして第 1 回公判期日に臨むことが必要である。 
 
Ｆ	 代理詞	 

	 実務上、法廷での弁論期日が終了した後、数日以内に、当事者双方から、「代理詞」という書面

が人民法院に提出される。この「代理詞」には、法廷での弁論期日において口頭でなされた主張

が要領よく書面にまとめて記載される。いわば、当事者の主張の総まとめ的なものである。裁判

官はこの代理詞を見て判決を検討するので、実務上、「代理詞」は極めて重要なものである。双

方当事者が並行的に代理詞を提出するため、相手方当事者が提出した代理詞を閲覧すること

はできない。 
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（8）和解	 

 
	 中国でも、日本と同様、終局判決に至らずに、裁判上の和解（中国語では「調解」）で訴訟が終

了することがある。 
	 実際に中国で訴訟を行っていると、事実関係がある程度明らかになった段階で、人民法院から

和解が勧告されることがある。中国の民事訴訟法上は、和解は当事者の自由意思に基づくべきで

あり、強制してはならないことになっている（民事訴訟法 85 条、88 条）。従って、和解に応じな

いからといって不利になることはない。 
	 担当裁判官の個性にもよるが、裁判官が自分の心証や審理の状況を示して積極的に和解を勧告

することもある。 
	 和解が成立した場合には、和解調書が作成される。当事者の自由意思の原則を貫くために、確

定判決と同じ法的効力が生じるためには、和解調書の送達だけでなく、当事者双方による調書受

領の署名が要求されている（民事訴訟法 89 条）。 
	 和解で解決したからといって、事件の秘密が必ずしも守られるとは限らない。すなわち、中国

では和解調書の中に事件及び和解の内容を第三者に口外しないという守秘条項が入ることは稀で

あるし、和解の内容が出版物に掲載されることもある。 
 
（9）判決	 

 
	 和解が成立しない場合は、人民法院は速やかに判決しなければならない（民事訴訟法 91 条、

128 条）。判決内容は、裁判官の合議により形成される。しかしながら、中国では、裁判官個人が

独立しているのではなく、当該人民法院の院長（日本の裁判所所長に相当）や審判委員会による

監督が行われている（民事訴訟法 177 条）。また、上級の人民法院による監督もある（憲法 127
条）。従って、重要事件については担当裁判官は自己の良心のみに基づいて判断するのではなく、

審判委員会や院長の判断を仰いだり、場合によっては上級審にお伺いをたてることもある。 
	 実務上重要なのは、審判委員会である。人民法院組織法によると、各級人民法院には審判委員

会が設置され、審判委員会の任務は重大な事件に関する問題を討議することにある。審判委員会

の委員は地方の人民代表大会の常務委員会が任命することになっている。実際には、それぞれの

人民法院の院長や副院長と、民事部、経済部、刑事部等の重要な部の部長により構成されること

が多い。このように審判委員会は個々の裁判を監督する重要な機関であり、重要事件については

判決内容についても議論することがある。 
	 判決の言渡しは、公開法廷で行われる。審理自体が非公開であっても、判決の言渡しは公開さ

れる（民事訴訟法 134 条）。判決書は送達される。 
	 判決書の中には、判決で認定した事実と理由も記載される（民事訴訟法 138 条）。実際の訴訟

では、重要な事実の認定には直接証拠が重視される傾向がある。 
 
（10）上訴	 
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	 第一審判決に不服のある当事者は、1 級上の人民法院に上訴することができる。上訴期間は、

判決書送達の日から起算して、原則として 15 日以内であるが（民事訴訟法 147 条）、中国に住所

を有しない外国企業等の場合は 30 日以内である（民事訴訟法 247 条）。上訴状は、原審の人民法

院を通じて提出する（民事訴訟法 149 条）。上訴された当事者は、答弁書を提出するが、その期

間は上訴状の送達を受けてから、原則として 15 日以内であるが（民事訴訟法 150 条）、中国に住

所を有しない外国企業等の場合には 30 日以内である（民事訴訟法 247 条）。 
	 上訴審の審理期間は原則として 3 カ月以内であるが（民事訴訟法 159 条）、渉外事件の場合に

はこの制限はない（民事訴訟法 248 条）。上訴審においても和解は可能である（民事訴訟法 155
条）。 

第一審手続は、開廷して事実審理及び法律審理を行う。上訴審手続においても、このこと

は原則として同じであるが、開廷して審理する必要がないと認める場合は、直接に判決を行

うことができる（民事訴訟法 152 条 1 項）。また、第一審手続においては、原則として証拠

交換手続があるが、上訴審手続においては、新しい証拠がなければ、証拠交換手続は行わな

いことが多い。 
	 中国の裁判は二審制であるから、上訴審の判決が終局判決となる（民事訴訟法 158 条）。 
	 なお、中国では、「控訴」は「上訴」とは別の概念である。控訴とは、人民検察院による再審の

申立をいう。すなわち、中国ではいろいろな裁判監督の方法があるが、その一つに人民検察院（日

本の検察庁に相当）によるものがある。人民検察院は、人民法院のなした判決に誤りがあると考

えた場合には、再審を申し立てることができるようになっており、この申立のことを控訴という

（民事訴訟法 185 条乃至 188 条）。 
 
（11）再審	 

 
	 中国では、再審（裁判のやり直し）は裁判監督手続として位置付けられており、再審事由も広

範である。人民法院の確定判決に対して、当該人民法院の院長は再審を決定できるし、上級の人

民法院や 高人民法院も再審の決定ができる（177 条）。前述のように、人民検察院も再審の申立

ができる。 
	 もちろん当事者も再審の申立ができる。しかも再審事由は、判決を覆すに足る新たな証拠があ

ったとき、原判決の事実認定の基礎となった主要な証拠が不足するとき、原判決の法令の適用に

誤りのあるとき等、広範囲に及んでいる（民事訴訟法 179 条）。実際にも、当事者が再審の申立

をすることは比較的多い。なお、再審の申立により、原判決の執行を止めることはできない（民

事訴訟法 178 条）。 
	 民事訴訟法において、当事者はすでに効力を生じた判決を下した人民法院の 1 級上の人民法院

に対してのみ再審を申し立てることができるとされ、かつ再審制度に対する強化がなされた。特

許権侵害訴訟は基本的に全て中級人民法院が審理し、第二審判決は高級人民法院が行うため、再

審の申立は、通常、 高人民法院に対してなされる。近時、 高人民法院が審理する特許権侵害

訴訟の再審事件は増加する傾向にある。	 

また、民事訴訟法 178 条、185 条の規定によれば、再審を申し立てる際、すでに効力の生じた
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判決、裁定の執行は停止しない。但し、再審人民法院が裁判監督手続に従い再審を決定した場合

は、同時に原判決の執行を中断する旨を裁定する。	 
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特許権侵害訴訟第一審のフローチャート 

 

受理するか 

提 訴 

不受理 
の裁定 

上訴するか 

 

立 件 

訴状の 
送達 

答弁 

無効宣告 

請求 

①発明 
②実用新案 

③意匠 

管轄異議 

（法 38） 

審理中止 
の裁定 

原 告 、 被

告に送達 

移送 

上訴  

予備法廷 

上訴するか 

第二審 
人民法院

移送 

終 了 

原 告 被 告 法 院 

上 訴 

訴状を受け取った日 
より 7 日以内（法 112） 

NO 

YES 

YES 

NO 

上訴を却下するか 

 

裁定不服 

10 日以内 

NO （法 147） 

立件日より5日以内 
（法 113） 

移送を裁定するか 

 終審で移送を 
支持するか 

（法 38） 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

裁定を受け取った

日より 10 日以内 

（法 147） 

YES 

NO 
発 効 

中国人15日（法147） 
外国人 30 日（法 247） 

YES 

開廷前の証拠交換 

証拠保全 

（法 74） 

財産保全 

（法92） 

開廷審理 

通常は立件後 6 ヶ月以内に結審（法 135） 

判決 

中国人15日 

（法 113 条） 
外国人30日 

（法 246 条）  答弁期間内に実用新
案又は意匠の無効宣
告請求がされたか 

（釈 B9） 

提訴前の差止、 

財産証拠保全 

（釈 A12,法 92,法 74） 

受 領 原告に送達 

原告に移送 

YES 

法 ：民事訴訟法 

釈 A：特許権侵害行為の訴訟前差止に対する法律適用問題に関

する若干規定 

釈 B：特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干

の規定 

原告答弁 

 答弁するか 
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特許権侵害訴訟第二審のフローチャート 

 

上訴状を受け取った日より5日以内
（法150）

ＮＯ

ＹＥＳ

判決

受領

法院上訴人

第一審判決

上訴状副本の送達

新証拠の提出
（釈41）

第二審法院の受理

開廷審理

上訴状を
第一審法院に提出

（法149）

被上訴人

答弁

新証拠の提出
（釈41）

予備法廷

原告に
送達

答弁

第二審法院に訴訟書類の送付

通常は立件後3ヶ月
以内に結審（法159）

答弁する

法：民事訴訟法
釈：民事訴訟証拠に関する
	 	 	 	 	 若干規定

中国人15日（法147）
外国人30日（法247）
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特許権侵害訴訟における当事者による再審の申立 

高級人民法院に再審

の申立 

（法 178、法 184） 

上 訴 

（法 153） 

 
高級人民法院が自ら 

再審を行うか 
（法 181） 

再審申立

書を受け

取 っ た 日

より3ヶ月

以内 

高級人民法院の 

再審裁定 

原審判決が維

持された場合 

（釈A207） 

二回目の再審申

立は受理しない 

（釈 A207） 

最高人民法院に

再審の申立 

（法 178） 

最高人民法

院が 

再審裁定 

二回目の再審申

立は受理しない 

（釈 A207） 

法 ：民事訴訟法 

釈 A：民事訴訟法の適用に関する若干問題についての意見 

釈 B：民事訴訟法の裁判監督手続の適用における若干問題 

に関する解釈 

 当事者の行為 

 人民法院の行為 

YES 

（法 181、 
 釈 B27） 

指定 

中級人民法院又

は同省のほかの中

級人民法院の再

審裁定 

上 訴 

（法 186） 

高級人民法院の 

第二審判決 

 最高人民法院
が自ら 

再審を行うか 
（法 181） 

 第二審判決が 
維持されたか 

高級人民法

院の 

再審裁定 原審判決が取り消された場合 

確定したか 

NO 

NO 

中級人民法院の第一審判決 

YES 

NO 

YES 

NO 

高級人民法院の 

第二審判決 

YES 

2 年以内 

原
審
判
決

取

消

れ

場
合 
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２	 訴訟提起前の手続	 

	 

（1）証拠保全	 

	 

Ａ	 訴訟前証拠保全の手続	 

	 2008 年に改正された特許法では、67 条に訴訟前証拠保全の規定が追加された。同規定は、民

事訴訟法 74 条と比較して、訴訟前証拠保全には担保の提供が必要である旨の規定が追加され、

かつ申立人は保全措置を講じた日より 15 日以内に訴訟提起しなければならず、15 日以内に提起

しない場合には、人民法院は当該措置を解除しなければならないものとした。この「15 日以内」

という規定については、外国人の場合の特則規定が見当たらないため、中国人であると外国人で

あることを問わず、同様に適用されると考えられる。	 

「改正後の特許法の学習・徹底実施に関する通知」3 条によれば、提訴された特許権侵害行為

が 2009 年 10 月 1 日より前に発生したとしても、当事者が 2009 年 10 月 1 日以降に人民法院に

関連行為の停止命令措置を講じるよう申し立て、又は証拠保全を申し立てた場合には、特許法が

適用される。すなわち、担保の提供が求められ、かつ保全措置をとった日から 15 日以内に提訴

しなければならない。	 

訴訟前証拠保全のフローチャートは、以下のとおりである。	 



 84 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立人 人民法院 被申立人 

特許権者又は 
利害関係者の申立 

保全措置維持 

保全措置解除 

被申立人が証拠保全により
損害を被った場合、申立人
に賠償請求する可能性有 

法：特許法 

 

担保提供を命令するか 
（法 67-Ⅱ） 

NO 

直ちに執行 （法 67-Ⅲ） 

保全措置実施裁定 

 保全措置日から

15 日以内に特

許権侵害訴訟を

提起したか 

（法 67-Ⅳ） 

保全措置実施 
NO 

YES 

 

担保を提供したか 

 
証拠滅失のおそれ 
等があるか 

（法 67-Ⅰ） 

申立日から 
48 時間以内 

（法 67-Ⅲ） 

YES 

YES 

申立 
却下裁定 

NO 

NO 

YES 

訴訟前証拠保全のフローチャート 
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Ｂ	 訴訟前証拠保全申立書サンプル 

	 訴訟前証拠保全を申し立てる場合の申立書の例は、次のとおりである。	 

	 

訴訟前証拠保全申立書の例 

	 

訴訟前証拠保全申立書	 

 

申立人：   ○○○○株式会社 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

被申立人：○○○○有限公司 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

申立事項  

 

	 貴人民法院に対し、○○○○工場内にある機器設備を封印する旨の裁定を求める。 

 

事実及び理由  

 

一	 申立人○○○○株式会社（以下「申立人」という）は、第○○○○○○○○号特許（以下「本

件特許」という）の権利者である。	 

	 

	 申立人は、日本で登記設立され有効に存続する会社法人であり、20○○年○月○日に本件特許

の特許権を付与された。 

 

特許番号：○○○○○○○○	 

名称：○○○○ 

出願日：20○○年○月○日 

公開日：20○○年○月○日 

特許権付与の公告日：20○○年○月○日 

 

「特許法」第67条によると、証拠が滅失し又は後では得られないおそれがある場合、特許権者

は提訴する前に、人民法院に証拠保全を申し立てることができる。	 
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二	 被申立人○○○○有限公司（以下「被申立人」という）は、申立人の第○○○○○○○○号

特許権を侵害した。 

 

（権利侵害事実の記載の部分は省略） 

 

	 以上のことから、特許権者及び申立人の許諾を得ずに本件製品を製造、販売する被申立人の行

為は、その特許権を侵害しているといえる。 

 

三	 被申立人の機器設備を封印する必要性について 

 

本件において、被申立人は重要証拠である被疑侵害製品を製造する機械設備を移転する可能性

が高い。	 

 

（必要性の記載の部分は省略）	 

	 

証拠関連情報 

証拠保全の措置の対象になる機器設備の関連情報は次のとおりである。	 

所在地：	 ○○市○○区○○路○○号○○○○有限公司工場内	 

設備名称	 ：	 

設備モデル：	 

設備番号	 ：	 

台数：	 	 	 	 

	 

	 特許権者の合法的利益を保護するため、申立人は、「特許法」等の関連法令に基づき、ここに、

貴人民法院に被申立人の機器設備に対する証拠保全の措置を申し立てるものであり、また、人民

法院の定める担保の範囲に従って担保を提供する。	 

	 

	 以上の証拠保全の申立につき、貴人民法院がこれを認めてくださるよう請求する。  

以上 

 

○○○○○○中級人民法院	 御中 

 

 

   申立人：○○○○株式会社 

 

20○○年○○月○○日 

	 

添付：	 
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一、本申立書副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.第○○○○○○○○号中国特許の特許請求の範囲及び明細書	 

2.（20○○）○証経字第○○○号公証書	 

	 

	 

Ｃ	 訴訟手続中の証拠保全申立書の例	 

	 特許権者は、訴訟手続中においても、民事訴訟法 74 条に従い、証拠保全を申し立てることが

できる。	 

訴訟手続中に証拠保全を申し立てる場合の申立書の例は、次のとおりである。	 

	 

訴訟手続中の証拠保全申立書の例 

	 

証拠保全申立書	 

 

申立人：   ○○○○株式会社 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

被申立人：○○○○有限公司 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

	 申立人は、○○○○有限公司との間の第○○○○○○○○号特許権紛争事件に関して、すでに

20○○年○○月○○日に貴人民法院に訴訟を提起しており、事件番号は（20○○）○○民初字第

○○○号である。当該事件の○○証拠及び○○証拠が滅失しようとしている（又は以後の取得が

困難である）ため、証拠の保全をすることを申し立てる。 

 

請求事項 

	 貴人民法院に対し、被申立人の○○○○工場内にある機器設備を封印し、かつ○○○○倉庫内

にある権利侵害で訴えられている製品を差し押さえる旨の裁定を求める。 

 

事実及び理由 

 

証拠関連情報 
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証拠保全の措置の対象になる機器設備の関連情報は次のとおりである。	 

所在地：	 ○○市○○区○○路○○号○○○○有限公司工場内	 

設備名称	 ：	 

設備モデル：	 

設備番号	 ：	 

台数：	 	 	 	 

以上 

 

○○○○○○中級人民法院	 御中 

 

   申立人：○○○○株式会社 

 

20○○年○○月○○日	 

	 

（2）財産保全	 

	 

Ａ	 訴訟前財産保全の手続	 

財産保全の利用は、通常、訴訟後の執行を確実にするための方策の 1 つとしてとられるもので

あり、例えば、銀行口座の凍結、設備や不動産の差押等の方法がとられ、実務上もしばしば利用

されている。即ち、緊急な状況により直ちに財産保全の申立をしなければ適法な権益につき補償

することの困難な損害を受けるおそれのある場合には、訴訟を提起する前に、人民法院に財産保

全措置をとるよう申し立てることができるとされている（民事訴訟法 93 条 1 項前段）。財産保全

の申立の際には、担保を提供しなければならない（同項後段）。人民法院は、申立を受けた後、

48 時間以内に裁定を下さなければならない（同条 2 項）。人民法院により財産保全措置がとられ

た後 15 日以内に（同法 250 条によれば、申立人が外国企業等である場合には、財産保全の許可

裁定があった後 30 日以内に）申立人が訴訟提起しなければ、財産保全措置は解除される（同条 3
項）。申立てに誤りがあった場合には、同法 96 条、252 条により、申立人は、被申立人の損害を

賠償しなければならない。 
訴訟前財産保全のフローチャートは、次のとおりである。 
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訴訟前財産保全のフローチャート 

申立人 人民法院 被申立人 

利害関係者の申立
及び担保提供 

（法 93-Ⅰ） 

新裁定への変更 
又は元裁定の破棄 

保全措置維持 不服審査申立却下 

申立 
却下裁定 申立日から 

48 時間以内 

（法 93-Ⅱ） 

保全措置解除 

被申立人が財産保全により
損害を被った場合、申立人
に賠償請求する可能性有 

法：民事訴訟法 

釈：民事訴訟法の適用に関する若干問

題についての意見 

裁定に 
影響なし 

 直ちに財産保全しな

ければ、補償すること

の困難な損害が生じ

るおそれがあるか 
（法 93-Ⅰ） 

NO 

NO 

YES 

直ちに執行 （法 93-Ⅱ） 

NO  裁定は適当か 
（釈 110） 

 

不服審査申立したか 
（法 99） 

保全措置実施裁定 

 保 全 措 置 日 か ら

15 日（外国人は

30 日）以内に提訴

したか 

（法 93-Ⅲ、250） 

保全措置実施 
NO 

YES 

YES 

YES 
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Ｂ	 訴訟前財産保全申立書の例	 

	 訴訟前財産保全を申し立てる場合の申立書の例は、次のとおりである。	 

	 

訴訟前財産保全申立書の例 

訴訟前財産保全申立書	 

 

申立人：   ○○○○株式会社 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

被申立人：○○○○有限公司 

住所：     

法定代表者：        職務： 

電話番号：                ファクシミリ： 

 

申立事項  

貴人民法院におかれては、被申立人が○○銀行○○支店に開設した口座を凍結し、凍結金額を

人民元	 	 	 	 万元とするよう裁定していただきたい。	 

 

事実及び理由  

 

一	 申立人○○○○株式会社（以下「申立人」という）は、第○○○○○○○○号特許（以下「本

件特許」という）の権利者である。	 

	 

	 申立人は、日本で登記設立され有効に存続する会社法人であり、20○○年○月○日に本件特許

の特許権を付与された。 

 

特許番号：○○○○○○○○	 

名称：○○○○ 

出願日：20○○年○月○日 

公開日：20○○年○月○日 

特許権付与の公告日：20○○年○月○日 

 

二	 被申立人○○○○有限公司（以下「被申立人」という）は、申立人の第○○○○○○○○号

特許権を侵害した。 

 

（権利侵害事実の記載の部分は省略） 
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	 以上のことから、特許権者及び申立人の許諾を得ずに本件製品を製造、販売する被申立人の行

為は、その特許権を侵害しているといえる。 

 

三	 被申立人に対して財産保全の措置を取る必要性について 

 

（必要性の記載の部分は省略）	 

	 

被申立人がその財産を移転する可能性があることに鑑みて、申立人の合法的権益を維持保護す

るため、貴人民法院に財産保全を行うよう申し立てる。申立人は貴人民法院の要求に基づき、相

応の財産担保を提供する。 

	 

【その他の財産情報】 

○○銀行○○支店に開設した口座を凍結できない場合、次の関連財産/財産に関する情報をご

利用いただきたい。	 

	 

所在地：	 ○○市○○区○○路○○号○○○○有限公司工場内	 

設備名称	 ：	 

設備モデル：	 

設備番号	 ：	 

台数：	 	 	 	 

	 

	 以上の財産保全の申立につき、貴人民法院にこれを認めてくださるよう求める。  

 

以上 

 

○○○○○○中級人民法院	 御中 

 

   申立人：○○○○株式会社 

 

20○○年○○月○○日 

	 

添付：	 

一、本申立書副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.第○○○○○○○○号中国特許の特許請求の範囲及び明細書	 

2.（20○○）○証経字第○○○号公証書	 
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Ｃ	 訴訟手続中の財産保全申立書の例	 

訴訟提起後、人民法院は、当事者が民事訴訟法 92 条 1 項に従い申し立てた場合、又は判決が

執行不能若しくは執行困難となるおそれがあると判断した場合には、財産保全の裁定を下すこと

ができる。	 

訴訟手続中に財産保全を申し立てる場合の申立書の例は、次のとおりである。	 

	 

訴訟手続中の財産保全申立書の例 

	 

財産保全申立書	 

 

申立人：○○○○株式会社 

住所：     

法定代表者：	 職務： 

電話番号：	 ファクシミリ番号： 

 

 

被申立人：○○○○有限公司 

住所：     

法定代表者：	 職務： 

電話番号：	 ファクシミリ番号： 

 

	 申立人は、○○○○有限公司との第○○○○○○○○号特許権紛争事件に関して、20○○年○

○月○○日に貴人民法院に訴訟を提起し、事件番号は（20○○）○○民初字第○○○号であった。

ここに、被申立人がその財産を移転する可能性があることに鑑みて、申立人の合法的権益を維持

保護するため、貴人民法院に財産保全を行うよう申し立てる。申立人は貴人民法院の要求に基づ

き、相応の財産担保を提供する。 

 

請求事項： 

	 貴人民法院におかれては、被申立人が○○銀行○○支店に開設した口座を凍結し、凍結金額を

人民元	 	 	 	 万元とするよう裁定していただきたい。 

 

事実及び理由： 

 

以上 

○○○○○○中級人民法院	 御中 

   申立人：○○○株式会社 

 

20○○年○○月○○日 
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（3）訴訟前差止措置	 

	 

Ａ	 総説	 

	 特許権侵害行為の訴訟前差止措置とは、特許権者がその特許権を侵害する行為を第三者が実施

しているか又は実施しようとしていることを証明する証拠を有しており、遅滞なく制止しないと

その合法的権益に回復困難な損害が生じる可能性がある場合に、特許権侵害訴訟を提起する前に、

人民法院に関連行為の差止命令及び財産保全措置をとるよう申し立てることである（特許法 66
条）。 高人民法院は、2001 年に「特許権侵害行為の訴訟前差止についての法律適用問題に関す

る若干規定」（以下「訴訟前差止司法解釈」という）を公布し、権利侵害行為の訴訟前差止措置に

ついて詳細に規定した。そして、2008 年に改正された特許法 66 条にも、訴訟前差止についての

規定が加えられた。 
	 特許権侵害の訴訟前差止措置の手続の概略を説明すると、申立と同時に、申立人は担保を提供

しなければならない（特許法 66 条 2 項）。人民法院は、通常、申立を受領した後 48 時間以内に

書面で裁定を行わなければならず、当該裁定は直ちに執行される（同条 3 項）。この「48 時間」

の起算点がいつかは問題であるが、これは「訴訟前差止が申し立てられた時」ではなく、「訴訟前

差止に必要な証拠や文献、資料等がすべて揃い、裁判官が証拠の検討を始めた時」とする見解が

ある7。被申立人は、裁定を受領した日から 10 日以内に再審査を申し立てることができるが、再

審査の間も裁定の執行は停止されない（訴訟前差止司法解釈 10 条）。なお、申立人が訴訟前差止

措置の実施後 15 日以内に訴訟を提起しない場合、人民法院は当該差止措置を解除する（同条 4
項）。上記の「10 日以内」及び「15 日以内」という規定については、外国人の場合の特則規定が

見当たらないため、中国人であると外国人であることを問わず、同様に適用されると考えられる。 
	 特許権侵害行為の訴訟前差止措置は、特許権侵害行為を有効に阻止できる強力な措置であり、

既に司法実務においてよく利用されている。「中国人民法院知的財産権司法保護状況（2009）」に

よれば、2002 年から 2009 年までに全国の人民法院が知的財産権に関する訴訟前差止措置の申立

を受理した件数は 808 件、結審したものは 680 件であるが、そのうち実際に申立が支持された裁

定の比率は 84.18%にのぼる。但し、この権利侵害行為の訴訟前差止措置は、特許権侵害行為を

有効に制止できる可能性がある反面、日本企業の中国子会社が逆にこの訴訟前差止措置を受ける

可能性もある。 高人民法院は、この権利侵害行為の訴訟前差止措置の運用は慎重に行う、とし

ているようであるが、今後の運用を十分注視していく必要がある。 
特許法 66 条及び訴訟前差止司法解釈に基づく訴訟前差止の手続の流れは、以下のフローチャ

ートのとおりである。 
	 

                                                   
7 羅東川・中国 高人民法院民事審判第三庭（知的財産庭）副庭長の発言。飯村敏明ほか「中国の司法制度におけ

る知的財産権」『ジェトロセンサー』2003 年 6 月号 67・68 頁。 
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訴訟前差止のフローチャート 

 

申立人 人民法院 被申立人 

特許権者又は利害関係
者の申立及び担保提供 

（法 66-Ⅰ、66-Ⅱ） 

差止措置維持 

差止措置解除 

（釈 12） 

被申立人が証拠保全により
損害を被った場合、申立人
に賠償請求する可能性有 

（釈 13） 

 特許権侵害行為の証
明、及び、直ちに差し
止めなければ、回復
困難な損害生じるお
それがあるか 

（法 66-Ⅰ） 
NO 

直ちに執行 （法 66-Ⅲ） 

NO 

YES 

 裁定受領日から
10 日以内に不服
審査申立したか 
（法 66-Ⅲ、釈 10） 

通常、申立日 
から 48 時間以
内 

（法 66-Ⅲ） 

YES 

YES 

申立 
却 下 裁
定 

NO 

 裁定受領日から
10 日以内に不服
審査申立したか 
（法 66-Ⅲ、釈 10） 

YES 

裁定に 
影響なし 

再審査 

 差止措置日から
15 日以内に特許
権侵害訴訟を提
起したか 

（法 66-Ⅳ） 

NO 

裁定に 
影響なし 

再審査 

法：特許法 

釈：特許権侵害行為の訴訟前差止に

対する法律適用問題に関する若

干規定 

差止命令執行 

差止命令裁定 
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Ｂ	 訴訟前差止申立書の例	 

訴訟前差止を申し立てる場合の申立書の例は、次のとおりである。	 

	 

権利侵害訴訟前差止の申立書の例 

	 

権利侵害訴訟前差止の申立書	 

	 

申立人：○○○○株式会社	 

登録住所：	 	 

法定代表者：	 

電話番号：	 

	 

被申立人：○○○○有限公司	 

登録番号：	 

登録住所：	 

法定代表者：	 

電話番号：	 

	 

申立事項	 	 

	 

	 被申立人○○○○有限公司に権利侵害○○製品を生産、販売する行為の即時停止を命じる法に

基づく裁定を求める。	 

	 

事実及び理由	 	 

	 

一	 申立人○○○○株式会社（以下「申立人」という）は、第○○○○○○○○号特許（以下「本

件特許」という）の権利者である。	 

	 

	 申立人は、日本で登記設立され有効に存続する会社法人であり、20○○年○月○日に本件特許

の特許権を付与された。	 

	 

特許番号：○○○○○○○○	 

名称：○○○○	 

出願日：20○○年○月○日	 

公開日：20○○年○月○日	 

特許権付与の公告日：20○○年○月○日	 

	 

	 「 高人民法院による特許権侵害行為の訴訟前差止に対する法律適用問題に関する若干規定」
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第１条によると、特許権者は人民法院に特許権侵害行為の停止を訴訟前に被申立人に命じるよう

求める申立を提出することができ、申立人は、法により人民法院に対し、被申立人に権利侵害行

為の停止を命じるよう求める。	 

	 

二	 被申立人○○○○有限公司（以下「被申立人」という）は、申立人の第○○○○○○○○号

特許権を侵害した。	 

	 

	 「特許法」第11条の規定によると、発明の特許権が付与された後は、本法に別の規定がある場

合を除き、いかなる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施することはで

きない。すなわち、生産及び営業を目的としてその特許製品を製造し、販売してはならない。	 

	 

（権利侵害事実の記載の部分は省略）	 

	 

	 以上のことから、特許権者及び申立人の許諾を得ずに本件製品を製造し、販売する被申立人の

行為は、その特許権を侵害しているといえる。	 

	 

三	 被申立人に特許権侵害行為の停止を命じる必要性	 

	 

	 「特許法」第 66 条の規定によると、特許権者は、他人が特許権を侵害する行為を実施してお

り、又は実施しようとしていることを証明する証拠があり、遅滞なく差し止めなければその合法

的権益が回復困難な損害を被る可能性があるときは、訴訟提起に先立って、人民法院に関連行為

の差止命令措置をとるよう申し立てることができる。	 

	 

（必要性の記載の部分は省略）	 

	 

	 特許権者の合法的利益を守るため、申立人は、「特許法」、「 高人民法院による特許権侵害行

為の訴訟前差止に対する法律適用問題に関する若干規定」等の関連法律に基づき、ここに、貴人

民法院に被申立人の権利侵害行為の差止命令措置をとるよう申し立てるものであり、また、人民

法院の定める担保の範囲に従って担保を提供する。	 

	 

	 以上の権利侵害行為の差止命令措置の申立につき、貴人民法院がこれを認めていただくよう求

める。	 	 

	 

以上	 

	 

○○○○○○中級人民法院	 御中	 

	 

	 	 	 申立人：○○○○株式会社	 
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20○○年○○月○○日 

	 

添付：	 

	 

一、本申立書副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.第○○○○○○○○号中国特許の特許請求の範囲及び明細書	 

2.（20○○）○証経字第○○○号公証書	 

	 

 

（4）人民法院が申立人に被申立人の損害を賠償するよう命じた実例	 

 

高人民法院は、訴訟前差止措置の運用を慎重に行うよう努めているが、差止めを命じられた

当事者に対する影響も非常に大きいため、特許法 66 条 5 項は、「申立に誤りがあった場合には、

申立人は、被申立人が関連行為の差止めにより被った損失を賠償しなければならない」と規定し

ている。	 

実務上、権利者が誤って訴訟前差止を申し立てたために被申立人に重大な損害がもたらされ、

被申立人が権利者に対し損害賠償を請求した事例がすでに発生している。例えば、「 高人民法院

公報」（2009 年第 4 期）に収録されている下記実例がある。	 

	 

人民法院が申立人に被申立人の損害を賠償するよう命じた実例 

	 

事件名	 江蘇拝特進出口貿易有限公司及び江蘇省淮安市康拝特地毯有限公司が許賛有を訴

えた紛争事件	 

書誌的事項	 第一審：南京市中級人民法院（2006）寧民三初字第 382 号 
原告：江蘇拝特進出口貿易有限公司（以下「拝特公司」という）、江蘇省淮安市康

拝特地毯有限公司（以下「康拝特公司」という） 
被告：許賛有 
判決日：2007 年 10 月 22 日 
第二審：江蘇省高級人民法院（2008）蘇民三終字第 0071 号 
上訴人：許賛有、拝特公司、康拝特公司 
判決日：2008 年 5 月 30 日 

事実関係	 	 2004 年 4 月、許賛有は、拝特公司及び康拝特公司がそれぞれ、許賛有の同一の

意匠特許権を侵害したとして、南京市中級人民法院に 2 件の訴訟を提起した

（（2004）寧民三初字第 63 号、（2004）寧民三初字第 79 号）。第一の事件の中で、

許賛有による財産保全の申立てに基づき、同人民法院は康拝特公司の預金 30 万元
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の凍結を裁定した。第二の事件の中で、同人民法院は、許賛有による意匠特許権侵

害の訴訟前差止の申立てに基づき、拝特公司、康拝特公司に上記の意匠特許と同一

又は類似の製品の生産、販売を直ちに停止するよう裁定し、拝特公司及び康拝特公

司の権利侵害が疑われる製品の全部の在庫を現地で封印した。その後、同人民法院

はさらに、許賛有の申立てに応じ、拝特公司が南京税関を通して輸出した権利侵害

が疑われるあるロットの製品を封印しかつ差し押さえる裁定を行った。2004 年 8
月、同人民法院は、第一の事件において、康拝特公司が権利侵害行為を停止し、許

賛有に対して 18 万元の賠償をせよとの判決を下した。また、2005 年 2 月、同人

民法院は、第二の事件において、康拝特公司及び拝特公司が権利侵害行為を停止し、

許賛有に対して 122 万元を賠償せよとの判決を下した。 
ところが、以上の 2 つの事件の上訴期間において、専利復審委員会は、許賛有の

上記意匠特許権が全部無効であるとの審判を下した。 
江蘇省高級人民法院は、2006 年 10 月、以上の 2 つの上訴事件につきそれぞれ

終審判決を出し、第一審判決を取り消し、許賛有の訴訟請求を棄却した（（2005）
蘇民三終字第 44 号、（2005）蘇民三終字第 69 号）。 

拝特公司及び康拝特公司は、許賛有に対し、不当な申立てにより、銀行預金を凍

結され輸出製品を封印されたことにより被った損失、製品の毀損、価値の滅失及び

利息損失等合計 2,003,315.3 元の賠償を求めて、南京市中級人民法院（以下「第一

審人民法院」という）に訴訟を提起した。 
第一審判決	 	 第一審人民法院は、次のとおり判示した。 

①中国「特許法」第 47 条第 2 項本文（「特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣

告以前に人民法院より出されかつ執行された特許権侵害の判決、裁定、すでに履行

又は強制執行された特許権侵害紛争の処分決定、並びにすでに履行された特許実施

許諾契約及び特許権譲渡契約については、遡及効を有しない。」）にいう「裁定」は、

特許権無効宣告以前に人民法院より出されかつ執行された「特許権侵害」に係る裁

定を意味しており、特許権侵害事件に関連して出された「財産保全」及び「特許権

侵害の訴訟前差止」の申立てに係る手続的裁定を含まない。 
②許賛有は、「財産保全」の申立により原告にもたらした損失を賠償しなければな

らない。「民事訴訟法」第 96 条には、申立てに誤りがあった場合の法律効果につ

いて明確な規定が置かれており、申立人は、財産保全を申し立てる時点において、

申立てが不当な場合に負わされる賠償責任を知り得る。同条には、財産保全の申立

ての誤りの具体的状況について明確に規定されていないが、申立人が事件の実体審

理において敗訴した場合も、申立ての誤りの状況の 1 つであると認定すべきであ

る。 
③許賛有は、「特許権侵害の訴訟前差止」の申立てにより原告にもたらした損失を

も賠償しなければならない。「特許権者の申立てにより特許権侵害行為を停止させ

ること」と、「特許権侵害行為の訴訟前差止」とは同様に扱うべきであり、申立人

は申立ての誤りによりもたらした損失につき同様に法的責任を負うべきである。 
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	 以上の理由により、次のとおり判決する。 
一	 許賛有は、その財産保全の申立てにより原告拝特公司にもたらした経済損失

19,152.51 元、及び康拝特公司にもたらした経済損失 28,461.76 元を賠償せよ。  
二	 許賛有は、特許権侵害の訴訟前差止の申立てにより原告拝特公司にもたらした

他人への違約金支払の損失 330,600 元を賠償せよ。  
三	 許賛有は、特許権侵害の訴訟前差止の申立てにより原告拝特公司及び康拝特公

司の貨物を長期封印し及び差し押えたことによりもたらした経済損失 122,782
元を賠償し、かつ同期間の銀行貸付利息に基づき計算した 2004 年 4 月 20 日か

ら判決執行時までの利息を給付せよ。  
四	 原告拝特公司及び康拝特公司のその他の訴訟請求は棄却する。 

第二審判決	   第二審人民法院は、次のように判示した。 
①許賛有は、財産保全及び特許権侵害の訴訟前差止の申立てにより相手方にもたら

した損失を賠償しなければならない。 
	 「特許法」第 47 条第 2 項にいう「裁定」とは、特許権の無効を宣告する決定を

行う前に、人民法院が権利侵害の成立を認定した事件において出され、かつ既に執

行が完了した裁定を指す。特許権無効宣告の決定は、これらの裁定に対して遡及力

を有しない。本件に係る裁定は、「人民法院が権利侵害の成立を認定した事件にお

いて出された裁定」には該当せず、むしろ、「人民法院が権利侵害に当たらないと

認定した事件において出された裁定」である。従って、許賛有が「特許法」第 47
条第 2 項を根拠として行った主張には、法的根拠がない。 
②許賛有が財産保全及び特許権侵害の訴訟前差止の申立てを行ったことは誤りで

ある。 
	 「民事訴訟法」第 96 条及び「特許権侵害行為の訴訟前差止に対する法律適用問

題に関する若干規定」第 13 条に基づき、申立人による財産保全及び特許権侵害の

訴訟前差止の申立てに誤りがあった場合、当該申立人は、被申立人が被った損失を

賠償しなければならない。中国の「民事訴訟法」の立法精神に基づき、申立人が

終的に敗訴したことは、申立ての誤りの認定基準の１つとすべきである。申立人の

訴訟請求が人民法院の確定判決の支持を得られなかった場合、それは申立人による

財産保全及び特許権侵害の訴訟前差止の申立てに誤りがあったことを意味する。 
	 以上の理由により、次のとおり判決する。 
	 上訴棄却、原判決維持。 

	 

３	 訴訟提起	 

 

（1）訴訟地・管轄	 	 

 

Ａ	 人民法院の審級管轄	 

特許侵害訴訟を提起しようとする者は、原則として、まず、第一審管轄裁判所である中級人民
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法院に提訴する。より具体的に言えば、第一審の特許紛争に関する案件は、各省、自治区及び直

轄市の人民政府の所在地の中級人民法院並びに 高人民法院の指定する中級人民法院が管轄する

（「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」2 条）。中国では二審制が採

用されており、原則として、特許権侵害訴訟の第一審は中級人民法院、第二審は高級人民法院が

管轄権を有する。但し、訴訟の対象となっている金額が高い場合には、第一審は高級人民法院、

第二審は 高人民法院が管轄権を有する。また、基層人民法院にも特許権侵害訴訟の管轄権が認

められていることがある。なお、全国の主要な人民法院には、知的財産権訴訟を専門的に扱う「知

的財産権廷」が設けられている。 
「各級人民法院の第一審知的財産権民事案件の管轄基準の調整に関する通知」は、各級の人民

法院の第一審知的財産権民事事件の管轄の基準を統一した。即ち、高級人民法院は、訴訟対象金

額が 2 億元以上、又は訴訟対象金額が 1 億元以上かつ当事者の一方の住所地がその管轄区外或い

は外国、香港・マカオ・台湾にある場合の第一審知的財産権民事事件を管轄すると規定している。

中級人民法院は上記基準以下の事件を管轄する。また、 高人民法院の指定により一般知的財産

権民事事件の管轄権を有する基層人民法院は、訴訟対象金額が 500 万元以下、又は訴訟対象金額

が 500 万元以上 1000 万元以下かつ当事者の住所地がその所属高級又は中級人民法院の管轄区に

ある第一審一般知的財産権民事事件を管轄することができる。 
 
Ｂ	 人民法院の土地管轄	 

特許権侵害による提訴は、侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄する（「特許紛争事件

の審理における法律適用問題に関する若干の規定」5 条 1 項）。侵害行為地とは、侵害を訴えられ

ている発明及び実用新案特許権に関係する製品の製造、使用、販売の申出、販売及び輸入等の行

為の実施地、意匠特許製品の製造、販売及び輸入等の行為の実施地、他人の特許の盗用行為の実

施地、上記の侵害行為による侵害結果の発生地を含む。特許方法の使用行為の実施地は当該特許

方法により直接得た製品の使用、販売の申出、販売及び輸入等の行為の実施地による（同条 2 項）。 
原告が、権利を侵害した製品製造者のみを提訴し、販売者に対する訴訟を提起せず、かつ侵害

製品の製造地と販売地が一致しない場合、製造地の人民法院が管轄権を有する。製造者と販売者

を共同被告として訴訟を提起する場合、販売地の人民法院が管轄権を有する（「特許紛争事件の審

理における法律適用問題に関する若干の規定」6 条 1 項）。販売者が製造者の支店等（中国語では

「分支機構」）で、原告が販売地において侵害製品製造者の製造及び販売行為を提訴する場合、販

売地の人民法院が管轄権を有する（同条 2 項）。 
一般的に、北京や上海等の大都市の人民法院には、比較的優秀な裁判官が配属されていると言

われており、日本企業にも公平な審理が期待できる可能性が高い。これに対し、地方の人民法院

では、裁判官のレベルが大都市の裁判官と比べて見劣りする他、いわゆる「地方保護主義」（地元

の当事者の利益保護を不当に優先する傾向）により公平な審理がなされない可能性があるという

問題がある。その意味で、一般論としては、できるだけ北京や上海等の大都市の人民法院に提訴

する方が日本企業にとって望ましい（但し、日本企業の中国現地法人が所在する地方都市におい

ては、「地方保護主義」を利用することができる可能性がある）。そこで、例えば、被疑侵害者が

複数存在し、2 つ以上の人民法院の管轄区があるような場合には、 も有利になりそうな人民法
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院を選んでそれら複数の被疑侵害者を共同被告として訴えることが方策として考えられる。 
 
（2）訴訟書類の事前準備	 

	 

	 中国国内において特許権侵害訴訟を行うため、原告である外国企業は中国弁護士を訴訟代理人

として委任することになるが、そのためには外国企業から中国弁護士に対し、授権内容を明確に

した授権委託書及び企業自身の登記証明（日本企業の場合、一般的に、「履歴事項全部証明書」は

必要ではなく、「現在事項全部証明書」のみ提出すればよい）を提出する必要がある。	 

	 中国に住所を有しない外国企業等が訴訟代理人を選任する場合の授権委託書には、その所在国

での公証機関の証明、及び中国大使館又は領事館の認証を得ることが必要である（民事訴訟法 240
条）。日本企業から訴訟代理人への授権委託書の場合には、まず日本の公証人が企業の代表者の署

名又は記名押印を認証し、次に法務局が公証人の認証を証明し、外務省が法務局の認証を証明し、

後に在日中国大使館又は領事館が外務省の認証を証明するという手続をとる（但し、実務上、

東京等においては、公証人役場にて法務局と外務省の証明まで取得できる場合がある）。さらに、

登記簿謄本については、法務局が発行したものに対し、外務省が証明し、中国大使館又は領事館

が認証するという手続が必要である。 
訴訟代理人への授権委託書の例は、以下のとおりである。	 

	 

訴訟代理人への授権委託書の例 

	 

授権委託書 
 

委託者：会 社 名：○○○○株式会社 
会 社 住 所： 
法定代表者：○○○○ 
役 職：代表取締役社長 
国 籍：日本国 

 
受託者：○○市○○律師事務所 

氏名：○○○  	   職務：律師 
氏名：○○○  	   職務：律師 
住所： 
電話：	 	   	     FAX： 

 
	 ここに、上記受託者○○○律師、○○○律師に、当社が○○○○有限公司を訴える特許権侵害

紛争における当社の委託代理人として委任する。 
	 代理人○○○律師、○○○律師の権限は次のとおりとする。すなわち委託人に代わり、訴訟請

求の承認、放棄、変更を行い、和解を進めること。同時に○○○律師、○○○律師に対し、委託
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人に代わり、訴訟文書を起草し、かつ司法機関に証拠を提出し、答弁を行うこと、回避や管轄権

異議を申し立てること、また訴訟前差止、財産保全、証拠保全及び鑑定を申し立てること、委託

人に代わり、司法機関の送達する訴訟文書等を受領すること等の権限を授ける。 
 
	 上記代理人への委任期間は、即日より本件の第一審判決書が発行される日までとする。 
 
 

委託者：○○○○株式会社 
（公印） 
 
発行日：20○○年○○月○○日 

	 

 

（3）提訴状	 

 

	 提訴状は、一連の訴訟手続を開始する起点となるものであり、当事者が訴訟において実現を望

む訴訟目的を裁判官に直接伝えるものでもある。提訴状に類似する上訴状及び再審申立書も、同

様に当事者がさらに新たな訴訟手続を開始する起点となるという共通点もあるが、相違点も多い。

発明、実用新案及び意匠という権利種類や、侵害行為の態様等は事案によって様々であり、また、

損害賠償額の計算方法等も事案によって違いがあるため、これに対応する特許権侵害訴訟の提訴

状の内容も異なる。	 

	 提訴状における「訴訟請求」としては、①権利侵害行為の停止、②損害賠償、③訴訟費用の負

担を求めるのが一般的である。その他に、謝罪広告掲載を求める場合もあるが、これが人民法院

により認められることは少ない。	 

	 以下、提訴状 2 件（発明特許権又は実用新案特許権の場合、意匠特許権の場合）、上訴状及び

再審申立書の例を掲載する。	 

	 

民事提訴状の例（発明特許権又は実用新案特許権の場合） 

 

民事提訴状	 

	 

原告：○○○株式会社	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 
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被告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

訴訟請求：	 

	 

一、被告に対し、権利侵害を停止し、○○○特許製品の生産、販売行為を直ちに停止するよう判

決すること。	 

	 

二、被告に原告の経済的損失人民元      元を賠償するよう判決すること。	 

	 

三、本件訴訟費用は被告が負担するよう判決すること。	 

	 

事実及び理由：	 

	 

20○○年○月○日、原告日本○○○株式会社は、特許権者として、代理機構○○○専利代理有

限公司に、中華人民共和国国家知識産権局への○○○発明特許の出願を委託した。発明者は○○

○○である。	 

20○○年○月○日、国家知識産権局は授権の上で公告し、かつ特許番号を○○○○○○○○と

する発明特許証書を交付した。発明特許の有効期間は、出願日すなわち 20○○年○月○日から

20 年（実用新案特許の有効期間は 10 年）である。	 

原告は、20○○年○月○日、○○○公証処の公証人と共に、被告が生産した○○○製品○○件

を○○において購入した。北京○○知識産権司法鑑定中心が分析したところ、当該製品の主な技

術的特徴は以下のとおりである。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

鑑定の結論は以下のとおりである。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

従って、被告が生産した○○○製品は原告の特許の請求項に記載している技術の特徴と同一又

は同等であり、当該製品はすでに ZL	 2007○○○○発明特許の保護範囲に入っている。ゆえに、

被告が○○○を生産し、販売する行為は、原告の特許権に対する侵害を構成する。	 

原告は、原告の特許は合法的かつ有効であり、「特許法」第 60 条によれば、いかなる単位及び
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個人も、原告の許諾を得ずに当該特許を実施してはならず、生産経営目的で当該特許製品を製造

し、販売してはならないと考える。被告が原告の許諾を得ずに○○○製品を生産し、販売した行

為は、原告の特許権を侵害しており、「特許法」第 65 条により、賠償責任を負うべきである。賠

償額は、以下の 3 種類の方式から選択できるというべきである。	 

	 

1	 原告は、賠償額について、原告が権利を侵害されたことにより被った実際の損失により確定

すべきであると考える。原告の 近 2 年の販売数量は○○件に減少し、単価は○○元である。

原告の「20○○年会計監査報告書」によれば、製品の利益率は販売額の○％であることが確

認される。よって、原告の被った実際の損失は合計○○○元であり、被告が全額を賠償すべ

きである。	 

	 

2	 原告は、賠償額について、被告が権利侵害により取得した利益により確定すべきであると考

える。原告が調査の上で明らかにしたデータによれば、被告は、設立以後、合計で○○○製

品を○○○件販売したことが確認される。○○業種協会が出版した「2008 年○○業種統計

年鑑」で公表されている統計データによれば、製品の利益率は販売額の○％であることが確

認される。よって、被告が権利侵害により取得した利益は合計○○○元であり、被告が全額

を原告に賠償すべきである。	 

	 

3	 原告は、賠償額について、原告が第三者と締結した特許使用許諾契約において確定した使用

許諾料の○倍により確定できると考える。原告は、○○有限責任公司と特許使用許諾契約を

締結し、使用許諾料を○○元/年と約定している。これにより計算して、被告は原告に対し

人民元合計○○○元を賠償すべきである。	 

以上	 

	 

○○○○○○中級人民法院御中	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 提訴者：○○○株式会社	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 法定代表者：○○○○	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20○○年○○月○○日	 

 
添付：	 

	 

一、本提訴状副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.	 発明特許証書正本の写し○部	 

2.	 原告の現在事項全部証明書○部	 
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3.	 国家知識産権局発行の特許原簿副本の写し○部	 

4.	 公証処発行の○○○製品の現地購入についての公証書○部	 

5.	 特許料（年金）受領書の写し○部	 

6.	 北京○○知識産権司法鑑定中心発行の「技術鑑定報告書」○部	 

7.	 原告の 近 3 年の年度会計監査報告書の写し○部	 

8.	 ○○業種協会出版の「20○○年○○業種統計年鑑」	 

9.	 原告と○○有限責任公司とが締結した特許使用許諾契約の写し	 

10.国家知識産権局発行の特許権評価報告書（実用新案特許の権利侵害のときに使用）	 

 

 

民事提訴状の例（意匠特許権の場合） 

 

民事提訴状	 

	 

原告：○○○株式会社	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

被告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

訴訟請求：	 

	 

一、被告に対し、権利侵害を停止し、○○○特許製品の生産、販売を直ちに停止するよう判決す

ること。	 

	 

二、被告に原告の経済的損失人民元      元を賠償するよう判決すること。	 

	 

三、本件訴訟費用は被告が負担するよう判決すること。	 

	 

事実及び理由：	 
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20○○年○月○日、原告日本○○○株式会社は、特許権者として、代理機構○○○専利代理有

限公司に、中華人民共和国国家知識産権局への○○○意匠特許の出願を委託した。発明者は○○

○○である。	 

20○○年○月○日、国家知識産権局は授権の上で公告し、かつ特許番号を○○○○○○○○と

する意匠特許証書を交付した。特許の有効期間は、出願日すなわち 20○○年○月○日から 10 年

である。	 

原告は、20○○年○月○日、○○○公証処の公証員と共に、被告が生産した○○○製品○○件

を○○において購入した。北京○○知識産権司法鑑定中心が分析したところ、鑑定の結論は以下

のとおりである。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

従って、被告が生産した○○○製品は係争特許の意匠と同一であり、すでに○○○○意匠特許

の保護範囲に入っている。ゆえに、被告が○○○を生産し、販売する行為は、原告の特許権に対

する侵害を構成する。	 

原告は、原告の特許は合法的かつ有効であり、「特許法」第 60 条によれば、いかなる単位及び

個人も、原告の許諾を得ずに当該特許を実施してはならず、生産経営目的で当該特許製品を製造

し、販売してはならないと考える。被告が原告の許諾を得ずに○○○製品を生産し、販売した行

為は、原告の特許権を侵害しており、「特許法」第 65 条により、賠償責任を負うべきである。賠

償額は、以下の 3 種類の方式から選択できるというべきである。	 

	 

1	 原告は、賠償額について、原告が権利を侵害されたことにより被った実際の損失により確定

すべきであると考える。原告の 近 2 年の販売数量は○○件に減少し、単価は○○元である。

原告の「20○○年会計監査報告書」によれば、製品の利益率は販売額の○％であることが確

認される。よって、原告の被った実際の損失は合計○○○元であり、被告が全額を賠償すべ

きである。	 

	 

2	 原告は、賠償額について、被告が権利侵害により取得した利益により確定すべきであると考

える。原告が調査の上で明らかにしたデータによれば、被告は、設立以後、合計で○○○製

品を○○○件販売したことが確認される。○○業種協会が出版した「20○○年○○業種統計

年鑑」で公表されている統計データによれば、製品の利益率は販売額の○％であることが確

認される。よって、被告が権利侵害により取得した利益は合計○○○元であり、被告が全額

を原告に賠償すべきである。	 

	 

3	 原告は、賠償額について、原告が第三者と締結した特許使用許諾契約において確定した使用

許諾料の○倍により確定できると考える。原告は、○○有限責任公司と特許使用許諾契約を

締結し、使用許諾料を○○元/年と約定している。これにより計算して、被告は原告に対し
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人民元合計○○○元を賠償すべきである。	 

	 

以上	 

	 

○○○○○○中級人民法院御中	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 提訴者：○○○株式会社	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 法定代表者：○○○○	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20○○年○○月○○日	 

 
添付：	 

	 

一、本提訴状副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.	 発明特許証書正本の写し○部	 

2.	 原告の現在事項全部証明書○部	 

3.	 国家知識産権局発行の特許原簿副本の写し○部	 

4.	 公証処発行の○○○製品の現地購入についての公証書○部	 

5.	 特許料（年金）受領書の写し○部	 

6.	 北京○○知識産権司法鑑定中心発行の「技術鑑定報告書」○部	 

7.	 原告の 近 3 年の年度会計監査報告書の写し○部	 

8.	 ○○業種協会出版の「20○○年○○業種統計年鑑」	 

9.	 原告と○○有限責任公司とが締結した特許使用許諾契約の写し	 

10.国家知識産権局発行の特許権評価報告書	 

 

 

上訴状の例 

 

民事上訴状	 

	 

上訴人（原審原告）：○○○株式会社	 

住所：	 

電話番号：	 

法定代表者：	 

職務：	 
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被上訴人（原審被告）：○○○有限公司	 

住所：	 

電話番号：	 

法定代表者：	 

職務：	 

	 

	 上訴人は、被上訴人○○○有限公司との間の特許権侵害紛争事件に関して、○○○○○○中級

人民法院（20○○）○民○字第○○○号民事判決（以下「第一審判決」という）を不服とし、上

訴を提起する。上訴請求並びに事実及び理由は次のとおりである。	 

	 

上訴請求	 

一	 ○○○○○○中級人民法院（20○○）○民○字第○○○号民事判決の取消を求める。	 

	 

二	 被上訴人に権利侵害の停止及び上訴人の経済的損失人民元	 	 	 	 	 万元の賠償を命じる

判決を求める。	 

	 

三	 本件の全ての事件受理費、上訴費、鑑定費用等の訴訟費用の負担を被上訴人に命じる判決を

求める。	 

	 

上訴理由	 

	 

一	 第一審判決で主要事実の認定根拠とされた証拠は質疑を経ておらず、かつこれによりその事

実認定が実際の情況と合致しないという結果を招いた。	 

	 

二	 第一審判決の法律適用に確かに誤りがある。	 

	 

（三	 第一審判決で被上訴人に負担を命じた権利侵害に係る損害賠償額の計算に誤りがある。）	 

	 

	 以上をまとめると、第一審判決は事実認定が明確でなく、法律適用に誤りがあり、しかも手続

に不備がある。よって、貴人民法院に対し、法により第一審判決を取り消し、被上訴人に権利侵

害行為の停止及び上訴人の経済的損失の賠償を命じ、もって上訴人の合法的権益を守ることを求

める。	 

	 

以上	 

	 

○○○高級人民法院	 御中	 
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上訴人：○○○株式会社	 

	 

訴訟代理人：○○○	 

	 

20○○年○月○日	 

	 

添付：	 

	 

本上訴状副本○部	 

 

 

再審申立書の例 

 

再審申立書	 

	 

申立人：○○○株式会社	 

住所：	 

電話番号：	 

法定代表者：○○○○、代表取締役	 

	 

被申立人：○○○有限公司	 

住所：	 

電話番号：	 

法定代表者：○○○、董事長	 

	 

	 申立人は、○○○○○○中級人民法院（20○○）○民初字第○○○号民事判決（以下「第一審

判決」という）及び○○○高級人民法院（20○○）○民終字第○号民事判決（以下「第二審判決」

という）を不服として、「民事訴訟法」第 179 条第○項の規定に基づき、貴人民法院に再審を申

し立てる。	 

	 

再審請求	 

一	 ○○○○○中級人民法院（20○○）○民初字第○○○号民事判決及び○○○高級人民法院（20

○○）民終字第○号民事判決を取り消す判決を求める。	 

二	 被申立人に権利侵害の停止及び申立人の経済的損失人民元	 	 	 	 	 万元の賠償を命じる

判決を求める。	 

三	 本件の一切の事件受理費及び本件の証拠保全費用を被申立人の負担とする判決を求める。	 

	 

事実及び理由	 
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一	 申立人は、第一審判決及び第二審判決で認定された事実が実際の情況と合致しないことを証

明する新たな証拠を有する。	 

二	 第一審判決及び第二審判決の法律適用に確かに誤りがある。	 

	 

このため、貴人民法院に対し、第一審判決及び第二審判決を取り消し、被申立人に権利侵害行

為の停止及び申立人の経済的損失の賠償を命じ、もって申立人の合法的権益を守ることを求め

る。	 

	 

以上	 

高人民法院	 御中	 

	 

添付文書：第一審判決書及び第二審判決書の写し各１部	 

	 

                                                     申立人：○○○株式会社	 

	 

                                                     法定代表者：○○○○	 

20○○年○月○日 

 

 

（4）提訴状を受理した被告の対応	 

 

 提訴状を受理した被告が当面の対応として行うべきこととしては、まずは、社内で情報を共有

するため、自社の法務部や知財部等の関連部署等での報告を迅速に行うとともに、今後の進め方

につき検討準備を開始する必要がある。この準備作業には、提訴状の送達の適法性の確認（いつ、

誰により、どのような方法で受領されたか等）や、人的体制の決定（担当者の決定、対応チーム

の編成等）が含まれる。	 

	 そして、次に、提訴状に記載された訴訟請求（損害賠償額としていくら請求されているか等）

及び請求原因事実の内容の確認である。多くの場合、提訴状に記載された訴訟請求及び請求原因

事実は、被告にとって、完全には納得できないものであろうが、どの部分は認めてよく、どの部

分は認められないかを、個別具体的に１つ１つ検証していく必要がある。 

	 さらに、提訴状に記載された訴訟請求及び請求原因事実に関連する書類、証拠物等の資料の整

理を行う必要がある。自社内には保存されていない資料は、取引先等に探してもらったり、新た

に作成した書類にサインしてもらったりする必要がある。	 

 

４	 証拠及び鑑定	 

 

（1）証拠	 
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Ａ	 総説	 

	 証拠は、民事訴訟の核心となる問題である。但し、中国の民事訴訟法には証拠に関する規定が

全部で 12 条しかなく（民事訴訟法 63 条乃至 74 条）、そのほとんどが原則的な規定であり、実用

性は高くない。2001 年 12 月 21 日、 高人民法院は、「民事訴訟証拠に関する若干規定」（以下

「民事訴訟証拠規定」という）を公布した（2002 年 4 月 1 日施行）。民事訴訟証拠規定の制定及

び施行は、中国の証拠制度上の大きな進歩であり、司法実務上に存在する問題の多くが解決され

た。 
 
Ｂ	 立証責任	 

	 民事訴訟法の立証責任の定義に関する規定は明確ではなく、民事訴訟法 64 条に「当事者は自

らが提出する主張について証拠を提供する責任を負う。」と規定されているのみであって、当事者

が証拠を提供しない場合又は提供した証拠が当事者の事実の主張を証明するのに不十分である場

合の結果に関する具体的な規定はなかった。裁判の実務では、事実が不明であるために、どのよ

うな判決を行うべきか、裁判官が判断できない場合がある。民事訴訟証拠規定 2 条は、この点に

ついて、当事者が証拠を提供しない場合又はその提供した証拠が当事者の事実の主張を証明する

のに十分ではない場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負うことを明確に規定している。 
	 民事訴訟証拠規定 4 条乃至 7 条は、さらに立証責任分配の原則を規定している。その一般的な

原則は、権利の存在を主張する当事者が権利発生の法律的事実について立証責任を負い、権利の

不存在を主張する当事者が権利の消滅又は権利を阻害若しくは制限する法律事実について立証責

任を負う（民事訴訟証拠規定 2 条）。 
	 立証責任を確定できない場合、人民法院は、公平の原則及び信義誠実の原則に基づき、当事者

の挙証能力等の要素を総合して立証責任の負担を決める（民事訴訟証拠規定 7 条）。当事者が提

供する証拠が中国国外で形成されたものである場合、当該証拠について、所在国の公証機関の証

明を受けた後に当該国にある中国大使（領事）館の認証を受けるか、又は中国と当該所在国が締

結した関連条約に規定する証明手続を履行しなければならない（民事訴訟証拠規定 11 条）。外国

語の書証については、中国語の翻訳を添付しなければならない（民事訴訟証拠規定 12 条）。 
 
Ｃ	 新製品の製造方法の場合における立証責任の転換	 

特許権侵害訴訟における特許権侵害の立証責任は、原則として、特許権侵害を主張する特許権

者の側にある。しかし、製造方法の特許権者（原告）が被告の侵害行為を立証しようとしても、

被告が具体的にどのような方法で製造行為を行っているかについて原告が調査したり証拠を取得

したりすることは通常、困難である。そこで、特許法 61 条 1 項は、新製品の製造方法の発明特

許に係るときは、立証責任を転換し、被告が、「その製品の製造方法が特許の方法と異なること」

を証明しなければならないものとした。「新製品」の製造方法の場合に限定したのは、「既知の製

品」の製造方法の場合にまで立証責任を転換することは合理的でないとの判断によるものである。	 

製品又は製品の製造技術方法が特許出願日以前に国内外で公衆に知られている場合、人民法院

は当該製品が本条 1 項に定める「新製品」に該当しないと認定しなければならない（「特許権侵

害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」17 条）。 
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また、「知的財産権の裁判職能作用を十分に発揮し、社会主義文化の大いなる発展及び繁栄を推

進し、並びに経済の自主的及び調和的発展を促進するための若干問題に関する意見」15 条は、以

下の規定を置いた。即ち、特許方法を使用して得た製品及び当該製品を製造する技術案が特許出

願日以前に公衆に知られていない場合」には、同一の製品を製造した権利侵害を訴えられた者は、

その製品の製造方法が特許方法と異なることについて挙証責任を負わなければならない。特許方

法を使用して得た製品が「新製品」に該当せず、権利侵害を訴えられた者が同様の製品を製造し

たことを特許権者が証明できる場合において、合理的な努力を尽くしてもなお権利侵害を訴えら

れた者が当該特許方法を確実に使用したことを証明できないが、事件の具体的な状況に基づき、

既知の事実及び日常生活の経験を踏まえるとかかる同様の製品が特許方法により製造されたと認

定できる可能性が極めて高いときには、民事訴訟証拠に係る司法解釈の関連規定に基づき、特許

権者に対しさらなる証拠の提供を要求せず、権利侵害を訴えられた者にその製造方法が特許方法

と異なる旨の証拠を提供させることができる。方法特許の権利侵害の挙証が困難であるという現

状に対し、法により証拠保全措置を講じ、方法特許の権利者の挙証負担を適切に軽減しなければ

ならない。被申立人の利益保護に注意を払い、当事者が証拠保全制度を濫用して違法に他人の営

業秘密を取得することを防止しなければならない。権利侵害を訴えられた者がその製造方法が特

許方法と異なる証拠を提供し、それが営業秘密に係る場合には、審査判断において保護を与える

措置を講じなければならない。 
 
Ｄ	 人民法院の証拠調査と収集	 

	 民事訴訟法 64 条は、当事者及びその訴訟代理人が客観的な原因によって自ら収集することが

できない証拠、又は人民法院が案件の審理に必要であると認める証拠について、人民法院が調査、

収集を行わなければならないと規定している。但し、当該規定は、「人民法院が案件の審理に必要

であると認める証拠」の範囲及び「当事者及びその訴訟代理人が客観的な原因によって自ら収集

することができない証拠」の範囲及び条件を明確に規定していない。民事訴訟証拠規定 15 条は、

「人民法院が案件の審理に必要であると認める証拠」の範囲を 2 種類の状況に限定している。す

なわち、国の利益、社会公共の利益又は第三者の合法的権益を損なう可能性のある事実、及び職

権による当事者の追加、訴訟の中止、訴訟の終結、回避等、実体の争いと無関係の手続である。 
	 民事訴訟証拠規定 15 条に定める場合を除き、人民法院による証拠の調査、収集は、当事者の

申請によらなければならない（民事訴訟証拠規定 16 条）。当事者は、証拠が国の関連部門に保管

されており、かつ人民法院の職権による調査取得を必要とする資料である場合、国家機密、商業

上の秘密、個人のプライバシーにかかわる資料である場合、及び当事者及びその訴訟代理人が客

観的な原因によって自ら収集することができないその他の証拠に限り、人民法院に証拠の調査収

集を申請することができる（民事訴訟証拠規定 17 条）。 
	 民事訴訟証拠規定 15 条に規定する場合を除き、人民法院は主導的に鑑定を委託しない。鑑定

は、当事者の申請によって行う。鑑定の申請も当事者の立証責任の内容に含まれるため、申請は

証拠の申出期間内に提出しなければならない。正当な理由がないにもかかわらず、証拠の申出期

間の後に提出された申請については、人民法院はこれを認めない（民事訴訟証拠規定 25 条）。 
	 鑑定機関、鑑定人は、当事者双方が協議によって定めるものとされ、協議がまとまらない場合
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には、人民法院が指定する（民事訴訟証拠規定 26 条）。鑑定機関、鑑定人が確定した後、人民法

院が委託する。当事者が人民法院の委託した鑑定部門の鑑定結果に異議を唱えて再鑑定を申請し

た場合、①鑑定機関又は鑑定人が鑑定資格を備えていないこと、②鑑定手続に重大な法律違反が

あったこと、③鑑定結果に明らかに証拠が不足していること、④証拠調べにより証拠として使用

することができないと認定されたその他の状況のいずれかを証明できるときは、人民法院は再鑑

定を認めなければならない（民事訴訟証拠規定 27 条）。当事者の一方が自ら関連部門に委託して

行った鑑定結果について、他方当事者が反論するのに十分な証拠を有しており、しかも再鑑定を

申請した場合、人民法院はこれを認めなければならない（民事訴訟証拠規定 28 条）。 
 
Ｅ	 証拠の申出期間	 

	 民事訴訟法には、証拠の申出期間に関する規定はなく、当事者が法廷で「新しい証拠」を提出

することが認められている（民事訴訟法 125 条 1 項）。さらに、当事者が原判決、裁定を覆すの

に十分な新しい証拠を有している場合には、人民法院は再審を行わなければならないとの規定も

ある（民事訴訟法 179 条）。上記の規定を利用して、開廷前に証拠を提供せずに、開廷審理の際

に突然有力な証拠を提供して相手方に準備の時間を与えないようにしたり、第一審では証拠を提

供せずに第二審又は再審時に証拠を提供して訴訟を長引かせる目的を達成している当事者もいる。

かかる現象を是正するために、民事訴訟証拠規定では、人民法院は、受理通知書及び応訴通知書

の送達と同時に、当事者に証拠の申出通知書を送達しなければならないと規定している。証拠の

申出通知書には、立証責任の分配原則と要求、人民法院に証拠の調査・収集を申請できる事由、

証拠の申出期間及び期限を過ぎた場合の法律的結果を記載しなければならない。証拠の申出期間

は 30 日を下回ってはならない。証拠の申出期間は、当事者が協議によって定め、人民法院の認

可を受けることもできる（民事訴訟証拠規定 33 条）。期間が満了した後も証拠資料を提出しない

場合、証拠の申出の権利を放棄したものとみなす。期間が満了した後で提出された証拠について

は、相手方当事者が同意する場合を除き、人民法院は審理の時に証拠調べを行わない。当事者が

訴訟請求を追加、変更する場合及び反訴を提出する場合、証拠の申出期間内に行わなければなら

ない（民事訴訟証拠規定 34 条）。当事者が証拠の申出期間内に証拠を提供することが明らかに困

難である場合、期間内に延長を申請しなければならず、認可を受けて証拠の申出期間を適当な期

間、延長することができる（民事訴訟証拠規定 36 条）。 
 
Ｆ	 証拠交換と新たな証拠	 

	 民事訴訟法には、証拠の交換に関する規定はない。民事訴訟証拠規定では、37 条から 40 条ま

でにおいて証拠交換について規定している。当事者の申請があれば、人民法院は開廷前に証拠の

交換を行わせることができる。証拠が比較的多い事件又は複雑で難解な事件については、人民法

院は、当事者に開廷前に証拠を交換させなければならない。証拠交換の時期は、当事者が協議に

よって定めた上で人民法院の認可を受けることもできるし、人民法院が指定することもできる。

証拠交換日が証拠申出期限になるが、当事者が証拠申出期限の延期を申請し、人民法院の許可を

得た場合、証拠交換日はこれに応じて順延する。証拠の交換は、裁判官の主宰のもとで行わなけ

ればならない。証拠交換の過程において、裁判官は、当事者に異議のない事実及び証拠について
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は、記録に残さなければならない。異議のある証拠については、証明する必要のある事実により

分類して記録に残し、かつ異議の理由を記載する。証拠交換により、当事者双方の争いの主要な

問題を確定する。証拠の交換は、通常、2 回を超えないものとされている。証拠交換は、通常は、

1 回あたり数時間で終了する。 
	 当事者が証拠の申出期間が満了した後に提出した証拠が、「新しい証拠」ではない場合、人民法

院は、これを採用しない。但し、民事訴訟法に「新しい証拠」の範囲及び条件に関する明確な規

定はない。民事訴訟証拠規定は、状況別に、第一審手続、第二審手続及び再審手続における「新

しい証拠」の問題について解釈を行っている。第一審手続における「新しい証拠」には、当事者

が第一審の証拠の申出期間満了後に新たに発見した証拠、客観的な理由により証拠の申出期間内

に提出することができず、人民法院の許可を得て延長された期間内になお提供することができな

かった証拠を含む。第二審手続における「新しい証拠」には、第一審の結審後に新たに発見され

た証拠、及び当事者が第一審の証拠の申出期間満了前に人民法院に証拠調査・収集を申請したが

許可が得られず、第二審人民法院が審査の結果これを許可すべきであると認め、かつ当事者の申

請により調査・収集した証拠を含む（民事訴訟証拠規定 41 条）。再審段階における「新しい証拠」

とは、原審の開廷審理終了後に新たに発見された証拠を指し、当事者は、再審を申し立てるとき

に提出しなければならない（民事訴訟証拠規定 44 条）。突然の攻撃を防ぎ、当事者双方の訴訟権

利を平等に保護するために、当事者の一方が新しい証拠を提出する場合、人民法院は、相手方当

事者に、意見提出又は挙証のために一定の時間を与えなければならない（民事訴訟証拠規定 45
条）。 
 
Ｇ	 証拠に対する質疑	 

	 証拠は、法廷で提示しなければならず、当事者が証拠に対する質疑（中国語では「質証」）を行

う。証拠に対する質疑を経ていない証拠は、事件の事実認定の根拠とすることはできない（民事

訴訟証拠規定 47 条）。証拠に対する質疑は、証拠の真実性、関連性、合法性を中心として、証拠

の証明力の有無及び証明力の大小について、質問、説明及び反論を行わなければならない（民事

訴訟証拠規定 50 条）。 
民事訴訟証拠規定 51 条によれば、証拠に対する質疑は、次の手順により行う。①原告が証拠

を呈示し、被告、第三者及び原告が証拠に対する質疑を行う。②被告が証拠を呈示し、原告、第

三者及び被告が証拠に対する質疑を行う。第三者が証拠を呈示し、原告、被告及び第三者が証拠

に対する質疑を行う。 
	 証人の証言に対する質疑は、従来、中国の司法実務における弱点であった。これは、審判の実

務において、証人が出廷して証言することを拒絶したり、証人の証言の繰り返しや矛盾等の現象

が目立ち、証人の証言は、民事訴訟において十分な役割を果たしていなかったからである。この

点について、民事訴訟証拠規定は、証人は出廷して証言し、当事者の尋問を受けなければならな

い（民事訴訟証拠規定 55 条）と規定し、かつ「証人に明らかに困難な事由があって出廷できな

い場合」について、具体的に定義している（民事訴訟証拠規定 56 条）。また、出廷して証言する

証人は、自らが感知した事実を客観的に陳述しなければならず、推測、推定又は評論するような

ことばを用いてはならない（民事訴訟証拠規定 57 条）。 
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Ｈ	 証拠の審査	 

	 民事訴訟法 64 条は、「人民法院は、法定手続に従って、全面的かつ客観的に証拠を審査し、事

実と照合しなければならない」と規定している。但し、かかる規定は抽象的で、実用性が低く、

実務では、裁判官は、直感と経験に基づいて証拠に対する審査、判断を行うことが多く、また、

判断の理由及び結果をほとんど公開していない。これにより、法律的効果が不確定となり、法律

適用の不統一を招くおそれがある。 
	 民事訴訟証拠規定 64 条は、裁判官が証拠を審査、判断する際の原則を定めている。裁判官は、

法定の手続により、全面的かつ客観的に証拠を審査し、法律の規定を根拠とし、裁判官の職業道

徳を守り、論理的な推理と日常生活の経験とを運用し、証拠の証明力の有無及び証明力の大小に

ついて独立して判断を下し、かつ判断の理由及び結果を公開しなければならない。 
	 民事訴訟法に、民事訴訟の証明基準の規定はない。実務では、ある事実を証明する証拠が確実

であるという程度に達しない状況においていかに処理するかは、よく問題になる。民事訴訟証拠

規定 73 条は、この点についても規定している。すなわち、当事者が同一の事実について提出し

た相反する証拠が、いずれも相手方の証拠を否定するには不十分な場合、人民法院が当事者の証

拠の証明力を判断する。一方の提出した証拠の証明力が、明らかに他方の提出した証拠の証明力

より大きい場合、証明力が比較的大きいほうの証拠を認める。証拠の証明力を判断できないこと

によって、争いのある事実を認定することが難しくなった場合、人民法院は、立証責任の分配の

原則によって判決を行う。 
	 合法性は、証拠の証明力を判断するための重要な基準である。合法的でない証拠の排除につい

て、以前の司法解釈では、録音によって取得した証拠資料の合法性の基準を相手方の同意に限っ

ていた。実務では相手方の同意を得て録音資料を取得できる可能性はきわめて低い。民事訴訟証

拠規定 68 条は、合法的でない証拠の判断基準を新たに設けている。すなわち、第三者の合法的

権益を侵害するか、又は法律の禁止規定に違反する手段で取得された証拠を除き、その他の状況

は、合法的でない証拠とみなしてはならないとしている。 
	 実務上、人民法院は、中国の政府機関等の作成した公文書（例えば、行政処罰決定書）の証明

力を非常に高いものと捉える傾向がある。これに対し、民間企業や私人が作成した私文書（例え

ば、売上伝票）の証明力は非常に低いものと捉えられる傾向がある。 
 
Ｉ	 実用新案特許権及び意匠特許権の場合の特許権評価報告	 

	 2008 年改正前の特許法では、実用新案特許侵害紛争において、人民法院又は特許業務管理部門

は、特許権者に対し、国務院特許行政部門が出した検索報告の提出を求めることができる（57 条

2 項後段）こととされていた。 
	 特許法は、実用新案特許権だけでなく意匠特許権についても対象を拡げるとともに、人民法院

又は特許業務管理部門は、特許権侵害紛争の審理、処理の証拠として、「国務院特許行政部門が実

用新案又は意匠について検索、分析及び評価後に出した特許権評価報告」の提出を、特許権者又

は利害関係人に対し求めることができることとした（61 条 2 項）。また、実用新案又は意匠特許

権付与の決定が公告された後、特許法 60 条に定める特許権者又は利害関係人は、国務院特
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許行政部門に特許権評価報告書の作成を請求することができる（特許法実施細則 56 条 1 項）。

国務院特許行政部門は、特許権評価報告請求書を受領した日から 2 か月以内に特許権評価報告書

を作成しなければならない。同一の実用新案又は意匠特許権について、複数の請求人が特許権評

価報告書の作成を請求した場合は、国務院特許行政部門は特許権評価報告書を 1 部しか作成しな

い。いかなる単位又は個人も当該特許権評価報告書を閲覧し、又は複製することができる（特許

法実施細則 57 条）。 
方式審査のみで権利が付与される実用新案特許及び意匠特許の侵害紛争においては、濫訴を避

けるために、国務院特許行政部門による検索だけでなく、分析及び評価までなされた報告の提出

が求められることは望ましいことといえる。実務上、特許権評価報告の提出を原則とする運用が

なされることが期待される。	 

 

Ｊ	 電子ファイルの証拠能力	 

民事訴訟法 63 条 1 項によれば、民事訴訟の証拠には、書証、物証、視聴覚資料、証人の証言、

当事者の陳述、鑑定結果、検証記録の 7 種類の形式が含まれる。民事訴訟法にはこれらの概念の

定義規定は無いが、一般的に、以下の理解がなされている8。まず、「書証」とは、文字、符号、

図形等の形式による記載内容又は表現思想によって事実を証明する証拠である。また、「視聴覚資

料」とは、画像、音声、動画、及びコンピュータ等を利用して保存・反映されるデータ資料によ

って事実を証明する証拠である。なお、現時点の中国法には、電子情報の証拠の種類についての

明確な規定はなく、実務上もきっちりと統一された見解は無い。 
紙の原本は、上記の定義から、通常、「書証」に該当すると考えられる9。当該原本に基づいて

作成する PDF 又は TIFF ファイル（以下「電子ファイル」という）は、当該書証の複製文書で

あると考えられる。	 

民事訴訟法 68 条 1 項によると、書証は、原則として、原本を提出しなければならず、原本の

提出が明らかに困難な場合は、複製品、写真、副本又は抄本を提出することができる。「 高人民

法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」（以下「民事証拠規定」という）10 条も、「当事者が

人民法院に提出する証拠は、原本もしくは原物でなければならない。自ら証拠原本もしくは原物

を保管する必要がある場合、又は原本もしくは原物を提出することが明らかに困難な場合は、人

民法院の照合を経て相違ないとされた複製文書又は複製品を提出することができる」と規定して

いる。また、「民事証拠規定」69 条によると、原本と照合することができない複製文書は、単独

で事件の事実を認定する証拠とすることができない。さらに、「民事証拠規定」70 条は、一方当

事者が「書証原本と違いがないことを照合したコピー、写真、副本、抄録」を提出し、相手方当

事者が異議を提出したが、反論するに足る反証がない場合、人民法院はその証明力を確認しなけ

ればならない旨を規定している。 
                                                   
8 民事訴訟法に関する文献のほか、「価格監督検査証拠規定」（国家発展改革委員会、2007 年 10 月 19 日公布、2008
年 1 月 1 日施行）第 7 条及び第 9 条、並びに「刑事訴訟法に関する若干の問題についての検察機関意見」（ 高人

民検察院、1996 年 12 月 31 日公布、1997 年 1 月 1 日施行）第 3 条の規定を参照。 
9 もちろん、要証事実如何によっては、紙の原本が物証に該当する場合（例えば、紙に付着していた指紋が特定人

のものであることが要証事実となる場合）等もあり得るので、一概に「書証」であると断定することはできず、

ケースバイケースで検討する必要があるが、ここでは、資料の内容が要証事実となるような、 も一般的な場合

を念頭において検討する。 
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これらの規定を総合すると、（ア）原則として書証の原本の提出が必要、（イ）原本を提出する

ことが明らかに困難な場合は、人民法院の照合を経て相違ないとされた複製文書を提出すること

ができる、（ウ）(i)原本と照合することができた複製文書は、相手方当事者に反証が無ければ、証

明力が認められる、(ii)原本と照合することができない複製文書は、単独で事実認定の証拠とする

ことができない、ということになる。 
以上のことからすると、原則として紙の原本の提出が必要であるが、原本を提出することが明

らかに困難な場合は、人民法院の照合を経て相違ないとされた電子ファイルを提出することがで

きると考えられる。当該電子ファイルは、相手方当事者に反証が無ければ、証明力が認められる。 
しかし、紙の原本が無い場合に、人民法院の照合を経て「相違ない」と認めてもらうことは困

難であろうとし、通常は、相手方当事者の反証が無いとは思えない。よって、紙の原本が無い場

合において、電子ファイルの証拠能力を人民法院に認めてもらうことには、大きな困難が予想さ

れる。これらのことからすると、やはり、紙の原本を廃棄せずに保存しておくことが強く望まれ

る。 
 

（2）鑑定	 

 

特許権侵害訴訟においては、技術に関する問題が争点となることが多い。そのような場合、訴

訟手続において、技術鑑定を行う必要が生じてくる。	 

民事訴訟法 72 条によれば、人民法院は、必要があると認める場合は、専門的問題について鑑定を求

めることができる。さらに、原告としての権利者は、被疑侵害製品の権利侵害事実を立証する義務を負

う。従って、技術鑑定を通じて被疑侵害製品の技術的特徴を明確にし、これと原告の有する特許

権の技術的特徴との比較を行うことは、極めて重要な意味を持つ。「民事訴訟証拠に関する若干規

定」25 条によれば、原告は、立証期間内に積極的に鑑定を申請する必要がある。 
なお、本書の「Ⅱ 準備段階」、「３ 訴訟のための情報収集及び証拠準備」、「（3）技術鑑定及び鑑定

機関」において、当事者が自ら委託する鑑定手続について説明した。訴訟当事者が自ら手配して鑑定さ

せても証明力は非常に弱いため、鑑定が必要な場合には、たとえ事前に自ら鑑定を行っていたとしても、

立証期間内に積極的に人民法院に鑑定を申請した方がよい。 
鑑定結果に異議がある場合等には、鑑定人に対する尋問を申し立てることができる。「民事訴訟証拠

に関する若干規定」７１条によれば、人民法院の委託による鑑定の結論は、反証等がない限り、証明力が

認定される。しかし、鑑定結果は技術等の専門的判断を要する問題についてのみ採用されるべきであり、

法律問題を判断すべきではない。被疑侵害技術が本件特許技術の保護範囲に含まれるか否かの判断

は、裁判官自身が行うべきであり、裁判官が鑑定結果をそのまま採用すべきではない。実際、鑑定機構

の結果のみに基づき権利の侵害又は非侵害が結論付けられている判決が、最終的に最高人民法院の

再審によって覆された事例がある（最高人民法院（2009）民提字第 20 号事件 2010 年 3 月 23 日判決）。 
「民事訴訟証拠に関する若干規定」26 条によれば、鑑定は、通常、人民法院が指定した鑑定人又は

鑑定機構に委託される。通常、双方当事者が「鑑定機構名簿」の範囲の中から鑑定人又は鑑定機構

を選出した後、双方当事者が協議により 1 つ又は複数の鑑定人又は鑑定機構を確定し、その後人

民法院がその中から 1 つを指定して鑑定を行わせる。双方当事者が協議を経てもなお鑑定人又は

鑑定機構を確定できない場合、又は選出した中に重複する鑑定人又は鑑定機構がない場合には、

抽選により 1 つを確定し、鑑定を委託する人民法院（北京市第一中級人民法院等）もある。ここ
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に「鑑定機構名簿」とは、「全国人民代表大会常務委員会による司法鑑定の管理問題に関する決定」

の規定に基づき、省級司法局が審査、登記し、かつ公布した鑑定機構の名簿をいう。実際、知的

財産権鑑定業務に従事することができると公言している会社や鑑定機構は多数あるが、各省級司

法局が公布した鑑定機構名簿の中で知的財産権鑑定業務を扱うことのできる機構は、実はそれほ

ど多くない。 
各省司法局（司法庁）が公布した鑑定機構名簿に含まれる、知的財産権鑑定業務を行うことの

できる機構は、下表のとおりである。鑑定結果は裁判官の判断に重大な影響を及ぼす可能性の高

いものであるので、鑑定機構の選定は重要である。可能な限り、専門分野、過去の取扱い実績、

地域等の諸事情からして、 も適切な鑑定機構が人民法院により選定されるようにした方がよい。 

 

全国各省知的財産権鑑定機構一覧 

	 

北京市	 

1	 北京国威知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110003001	 張雲才	 張雲才	 100088	 北京市海淀区西土城

路 6 号（国家知的財

産局同署）	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-585158

88	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

2	 北京国科知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

11000112	 楊林村	 楊林村	 100045	 北京市西城区復興門

外大街 A2 号中化大

厦 1406 室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-880784

28	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

3	 交通運輸部

道路科学研

究所司法鑑

定センター	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110007001	 周	 偉	 李愛民	 100088	 北京市海淀区西土城

路 8 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-623565

72	 	 

010-820265

12	 

	 	 痕跡鑑定、微量物証鑑定、建設工

事品質鑑定、交通事故司法鑑定、

知的財産権司法鑑定（道路交通類

に限る）	 

4	 北京京洲科

技知識産権

司法鑑定セ

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110010003	 李慶珍	 李慶珍	 100035	 北京市西城区西直門

南大街 16 号西楼
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ンター	 11-16 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-661754

75	 

010-517578

26	 

010-517578

21	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

5	 工業情報化

部ソフトウ

ェア及び集

積回路促進

センター知

識産権司法

鑑定書	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110008001	 邱善勤	 杜	 嬌	 100038	 北京市海淀区羊坊店

東路 5 号博望園西配

楼 10 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-639518

81	 

-8006/8016	 

/8110	 

	 	 知的財産権司法鑑定（情報技術と

製品、工業技術と製品に限る）	 

6	 北京紫図知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110002001	 聞秀元	 聞秀元	 100044	 北京市西城区北礼士

路 101 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-883806

42	 
	 	 知的財産権司法鑑定	 

7	 北京智慧知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110003004	 杜	 中	 杜	 中	 100035	 	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-661390

27	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

8	 華科知識産

権司法鑑定

センター	 

許可証番号	 法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

110006009	 段瑞春	 段瑞春	 100036	 北京市海淀区普

慧南里 13 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

010-682868

52	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

	 

上海市	 

1	 上海公信揚

知識産権司

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 
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法鑑定所	 3100057	 陳家球	 俞子清 200042	 上海市長寧路 988

号 12 楼 C 座	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

（ 021 ）

52737668	 

52737668	 sfjd988@gxyip

.com	 

知的財産権司法鑑定	 

2	 上海文芸知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

3100061	 姜阿宝	 殷華立	 200040	 上海市延安西路

238 号 106 室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

（ 021 ）

62483323-

106、25	 

（ 021 ）

62481351	 

sh_zscq@163.c

om	 

知的財産権司法鑑定	 

3	 上海市知識

産権司法鑑

定センター	 

	 	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

3100072	 李耀庭	 李耀庭	 200041	 上海市南京西路

580 号 B 座 10 楼	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

(021)5228

8200	 

(021)626767

37	 

whxu@ssip.com

.cn	 

知的財産権司法鑑定	 

	 

天津市	 

1	 天津市知識

産権司法鑑

定センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

1200017	 	 蘇	 萍	 300192	 天津市南開区科研西

路 2 号金輝大厦 5 楼	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

022-23039

88	 

022-2303988

8	 

zzj@tjipo.gov

.cn	 

知的財産権司法鑑定	 

	 

重慶市	 

1	 重慶科学技

術諮詢セン

ター司法鑑

定所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

5001027	 呉	 実	 呉	 実	 400013	 重慶市渝中区双鋼路

3 号科協大厦 15 楼	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 
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023-63659

907	 

023-6365990

8	 

	 知的財産権司法鑑定	 

	 

黒龍江省	 

1	 黒龍江大学

司法鑑定セ

ンター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

	 	 	 150080	 黒竜江省哈尓濱市

南崗区学府路 74 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0451-8660

9097	 

0451-866090

97	 

	 法医病理鑑定、法医臨床鑑定、法

医物証鑑定、法医毒物鑑定、痕跡

司法鑑定、微量物証鑑定、文書司

法鑑定、環境モニタリング鑑定、

知的財産権司法鑑定、コンピュー

タ司法鑑定の 10 項目	 

	 

遼寧省	 

1	 遼寧知識産

権司法鑑定

所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

210007020	 耿金波	 劉	 暢	 110013	 瀋陽市沈河区恵工

南三路 17 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

024-23904

784	 	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

2	 大連中大知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

210202042	 劉書芝	 劉書芝	 116021	 遼寧省大連市民政

街 419 号科技広場 A

座 901 室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

（0411）	 

84518891	 

（ 0411 ）

84518890	 

lnzxtawl	 

17@126．com	 

知的財産権	 資産評価司法鑑定	 

	 

陝西省	 

1	 陝西中金司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610004019 劉	 楠	 劉	 楠	 710068	 	 西安市友誼西路 166
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	 	 号嘉美大厦 12-H	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-88403

758	 

029-8840375

8	 

jenny5103@sin

a.com	 

司法会計鑑定、建築工事品質司法

鑑定、建築工事費用司法鑑定、資

産評価司法鑑定、知的財産権司法

鑑定、法医臨床司法鑑定、文書司

法鑑定	 

2	 陝西藍図司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610005039	 曹	 安	 曹	 安	 710004	 西安市皇城西路新華

社小区 B 座 1302	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

135710348

03	 

029-8728217

1	 

	 司法会計鑑定、文書司法鑑定、コ

ンピュータ司法鑑定、建築工事設

計司法鑑定、建築工事費用司法鑑

定、資産評価司法鑑定、建築工事

品質司法鑑定、不動産測量司法鑑

定、不動産取引司法鑑定、知的財

産権司法鑑定、法医臨床鑑定、法

医病理鑑定、法医物証鑑定	 

3	 陝西正義司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610005030	 黄	 一	 黄	 一	 710004	 西安市新城広場省検

察院大門外西三室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-87297

466	 

029-8729746

6	 

	 司法会計鑑定、資産評価司法鑑

定、建築工事費用司法鑑定、不動

産価格評価司法鑑定、知的財産司

法鑑定、法医臨床司法鑑定	 

4	 陝西西安科

技司法鑑定

センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610105006	 邢利平	 邢利平	 710004	 西安市南大街粉巷22

号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-87216

141	 

029-8728291

7	 

	 司法会計鑑定、建築工事司法鑑定、

知的財産権司法鑑定、生態環境司

法鑑定、コンピュータ司法鑑定、
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機械電気設備司法鑑定、微量物証

鑑定、地質調査司法鑑定	 

5	 陝西普華司

法会計鑑定

所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610003012

	 	 

鹿瑞騂	 鹿瑞騂	 710061	 西安市長安中路 100

号文化大厦 B座 1104

室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-85362

898	 

029-8522121

7	 

	 司法会計建築工事費用司法鑑定、

資産評価司法鑑定、知的財産権司

法鑑定	 

6	 西安交通大

学知識産権

司法鑑定所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610003013

	 	 

馬治国	 馬治国	 710049	 西安市咸寧西路 28

号西安交通大学法学

系	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-82668

321	 

029-8266828

1	 

	 知的財産権司法鑑定	 

7	 陝西西安知

識産権司法

鑑定センタ

ー	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

610103003	 劉玉瑞	 侯在傑	 710068	 	 西安市振興路 137 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

029-88405

325	 

029-8840531

9	 

	 知的財産権司法鑑定、コンピュー

タ司法鑑定	 

	 

寧夏回族自治区	 

1	 寧夏知識産

権司法鑑定

センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

641061501	 葉学軍	 馬長増	 750001	 銀川市公園街 8 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0951-5032

206	 

0951-504847

5	 

nxpsc@51.net	 知的財産権（特許技術、商標、技

術秘密）司法鑑定	 

	 

山東省	 

1	 山東科技事

務司法鑑定

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 
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所	 370102059	 	 宋戦美	 250011	 済南市朝山街 80 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0531-8692

0987	 

	 	 知的財産権司法鑑定、建築工事司

法鑑定	 

2	 山東知識産

権司法鑑定

センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

370102022	 	 王	 琳	 250014	 済南市経十東路 157

号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0531-8819

8587	 

	 	 知的財産権司法鑑定	 

	 

湖南省	 

1	 湖南省海通

司法鑑定セ

ンター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4301001	 	 	 	 長沙市赤嶺路 45 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0731-8230

9579	 

	 	 自動車技術及び交通事故鑑定、建

築工事費用鑑定、知的財産権鑑定、

道路工事品質鑑定、鉱山及び地質

損害鑑定、音声映像資料鑑定、爆

破技術鑑定、機械電気設備品質鑑

定、建築工事品質鑑定、危険建物

鑑定	 

2	 湖南大学司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4301010	 	 	 	 湖南大学法学院法

学楼 213、214 室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0731-	 

88822311	 

	 	 司法会計鑑定、自動車技術及び交

通事故鑑定、建築工事費用鑑定、

知的財産権鑑定、微量物証鑑定、

音声映像資料鑑定、文書鑑定、建

築工事品質鑑定、危険建物鑑定、

建物面積鑑定、建物内装鑑定、道

路工事品質鑑定、製品品質鑑定、

機械電気設備品質鑑定、コンピュ
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ータ司法鑑定	 

3	 湖南省湘知

司法鑑定所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4301022	 	 	 	 長沙市瀟湘中路 113

号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0731-8888

8105	 

	 	 知的財産権鑑定	 

4	 湖南省科協

司法鑑定セ

ンター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4301030	 	 	 	 長沙市東風路 17 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0731-8444

6730	 

	 	 知的財産権鑑定、鉱山及び地質損

害鑑定、機械電気技術鑑定、環境

影響鑑定、爆破技術鑑定、建築工

事品質鑑定、建築工事費用鑑定	 

5	 湖南省天網

電子データ

司法鑑定セ

ンター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4301047	 	 	 	 長沙市八一路燕山

街 123 号鴻飛大厦

1507 室	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0731-8412

5185	 

	 	 知的財産権鑑定、コンピュータ司

法鑑定、音声映像資料鑑定	 

6	 湖南鼎信司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

4308002	 	 	 	 常徳市洞庭大道西

段 170 号（湖南文理

学院二弁公大楼）	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0736-7277

016	 

	 	 法医臨床鑑定、法医病理鑑定、微

量物証鑑定、知的財産権鑑定、司

法会計鑑定、建築工事品質鑑定	 

	 

雲南省	 

1	 雲南雲審司

法鑑定セン

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 
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ター	 5301002	 王念寧	 王念寧	 650021	 雲南省昆明市南屏街

4 号国托大厦 A 座 10

楼	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0871-3155

888	 

0871-315244

4	 

	 司法会計鑑定、建築工事司法鑑定

（工事費用紛争鑑定）、知的財産

権司法鑑定、コンピュータ司法鑑

定、資産評価司法鑑定、税務司法

鑑定	 

2	 雲南財経大

学司法鑑定

センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

5301003	 馬	 剛	 馬	 剛	 650221	 雲南省昆明市龍泉路	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0871-5127

959	 	 	 

5192472	 

0871-519247

2	 

	 司法会計鑑定、コンピュータ司法

鑑定、建築工事司法鑑定（工事費

用紛争鑑定）、知的財産権司法鑑

定	 

3	 雲南匯通司

法鑑定所	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

5301005	 王暁沁	 王暁沁	 650031	 雲南省昆明市翠湖西

路 22 号雲南陸軍講

武堂西楼一楼	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0871-5366

139	 

0871-538070

0	 

	 司法会計鑑定、建築工事司法鑑定

（工事費用紛争鑑定）、知的財産

権司法鑑定、資産評価司法鑑定	 

4	 雲南大地司

法鑑定セン

ター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

5301006	 	 那田騏	 那田騏	 650118	 雲南省昆明市興苑路

光華花園 B 幢一楼 6

号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0871-8233

433	 

0871-823656

1	 

	 司法会計鑑定、建築工事司法鑑定

（工事費用紛争鑑定）、資産評価

司法鑑定、知的財産権司法鑑定	 

5	 雲南光大司

法鑑定セン

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 
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ター	 5301018	 張家礼	 李佃亮	 650041	 雲南省昆明市東風東

路 62 号	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

0871-3127

284	 

0871-312728

4	 

	 司法会計鑑定、建築工事司法鑑定

（建築工事品質鑑定、工事品質事

故鑑定、工事費用紛争鑑定）知的

財産権司法鑑定、資産評価司法鑑

定	 

	 

江西省	 

1	 江西知識産

権司法鑑定

センター	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機関の担当者	 郵便番号	 機関の住所	 

	 馬林英	 馬林英	 	 	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

6270565	 	 	 知的財産権司法鑑定	 

	 

広東省	 

1	 広東省知識

産権研究発

展センター

（広東省知

識産権権利

維持サポー

ト セ ン タ

ー）	 

	 

許 可 証 番

号	 

法定代表者	 機 関 の 担 当

者	 

郵便番号	 機関の住所	 

	 	 	 	 広州開発区科学城科

学大道 182 号創新大

厦 C3 棟二、三層	 

電話	 ファックス	 電子メール	 業務の範囲	 

87681613	 

37656566	 

	 	 知的財産権に係る特許技術、コン

ピュータソフトウェア、技術秘密、

集積回路配置図設計の 4 種類の紛

争事件につき司法鑑定を行い、鑑

定に関する質問に回答する。	 
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以下に、鑑定申請書の例を掲げる。	 

 

鑑定申請書の例 

鑑定申請書  
 
申請者：	 	 	 ○○○株式会社 
会 社 住 所： 
法定代表者：○○○○ 
役 職：代表取締役社長 
国 籍：日本国 
 
申請事項  

本件のポイントは、被疑侵害物が係争特許の保護範囲に含まれているか否かを確認することに

ある。合議廷が案件の真実の状況を調査して明らかにし、法に基づき権利侵害を判定するため、

関連法律により、本件の立証期間内に貴人民法院に対し鑑定申請を提出する。 
	 

鑑定事項  
人民法院に対し、以下の事項についての鑑定実施を請求する。 

1	 被疑侵害物が使用している技術案に必須の技術的特徴の分析鑑定。 
2	 かかる必須の技術的特徴が係争特許の保護範囲に含まれているか否か。 
（3	 係争特許を実施する技術案により生じる製品が被疑侵害物と同一か否か。） 
 
鑑定機構	 

	 ○○○○知的財産権司法センター 

	 住所	 	 ： 

	 電話	 	 ： 

	 郵便番号： 

	 担当者	 ： 
以上 

 
○○○中級人民法院	 御中 
 
                                                        申請者：○○○株式会社 
                                                              20○○年○月○日 
添付：被疑侵害物のサンプル○件 

係争特許「特許証書」写し○部 
係争特許「請求項」写し○部 
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５	 被告の防御手段	 

	 

（1）総説	 

	 

従来、中国における特許権侵害訴訟に日本企業（日系企業を含む。本項において、以下同じ）

が係わる場合、日本企業が特許権侵害を主張する側（原告）になるケースがほとんどであった。

しかし、 近では、日本企業が特許権侵害を主張される側（被告）になるケースが出てきている。	 

そこで、以下では、中国の特許権侵害訴訟で被告となった場合の対抗手段について、検討する。 
一般的に、特許権侵害訴訟において被告（被疑侵害者）となった場合、以下の手段をとること

が考えられる。	 

①原告の主張・立証に対する反論・反証を提出することにより、人民法院が原告の請求を棄却す

るようにする。	 

②被告としての抗弁（例えば、公知技術の抗弁、先使用の抗弁等）を主張・立証することにより、

人民法院が原告の請求を棄却するようにする。	 

③原告の損害に関する主張・立証に対する反論・反証を提出することにより、損害賠償額を少な

くするようにする。	 

④管轄異議を申し立て、特許権侵害訴訟の進行を止めさせる。	 

⑤係争特許の無効宣告請求を申し立て、特許権侵害訴訟の審理を中止させる。	 

⑥非侵害確認訴訟を提起する。	 

⑦「善意の使用及び販売」（特許法 70 条）であることを主張して、賠償責任を免れる。 
 
	 ①及び②については本書「Ⅲ	 訴訟段階」の「５	 侵害論」を参照されたい。また、③につい

ては本書「Ⅲ	 訴訟段階」の「６	 損害論」を参照されたい。 
ここでは、上記のうち、とくに④乃至⑦について説明する。	 

	 

（2）管轄異議	 

 

	 管轄異議申立は、防御活動をするための時間稼ぎの目的、あるいは、不利な場所での訴訟を避

けて有利な場所での訴訟に移行させる目的のために行われることが多い。実際、被告により、管

轄異議申立が主張されることは少なくない。	 

管轄異議申立書の例は、以下のとおりである。 
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管轄異議申立書の例 

 

管轄異議申立書	 

	 

申立人：	 	 	 ○○○○有限公司	 

住所：	 	 	 	 	 

法定代表者：	 役職：	 

電話：	 FAX：	 

	 

△△△が○○○○有限公司（以下「当社」という）を特許権侵害訴訟で訴えた件につき、貴人

民法院が送付した（20○○）○○民初字第○○○号召喚状、挙証通知書等の文書を、当社は 20

○○年○○月○○日に受領した。当社は、貴人民法院は本件について管轄権を有しないと考え、

ここに以下のとおり管轄異議を申し立てる。	 

	 

請求事項：	 

貴人民法院に対し、法に基づき本件を○○市第○中級人民法院の審理に移送するよう請求す

る。	 

	 

事実及び理由：	 

「 高人民法院による特許権侵害紛争事件の地域管轄の問題に関する通知」の規定によれば、

特許権侵害事件において、特許製品の生産地、特許製品の販売地、特許方法の実施地等は、いず

れも権利侵害行為地であるとみなすことができ、特許権侵害事件について管轄権を有する。しか

し本件においては、○○省○○市は、当社が権利侵害を訴えられている製品の生産地、販売地又

は方法の実施地ではありえず、本件においては、△△△の住所地、すなわち原告の所在地である

にすぎない。従って、貴人民法院は、本件について管轄権を有さず、○○市第○中級人民法院が

権利侵害を訴えられた製品の生産地として法に基づき本件に対する管轄権を有する。	 

従って、貴人民法院におかれては、法に基づき、本件を○○市第○中級人民法院の審理に移送

していただきたい。	 

	 

以上	 

 
○○省○○市中級人民法院御中	 

	 

申立人：○○○○有限公司	 

20○○年○○月○○日	 
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（3）無効宣告請求	 

 

Ａ	 無効宣告手続の概要 

	 無効宣告手続においては、申立人の申立（特許法 45 条）から始まり、申立人の無効請求に対し

て特許権者が答弁した後に口頭審理を行い、口頭審理の終了後、審決が出される。口頭審理の手

続においては、例えば、証拠に対する質疑等がある。審決は、公告される（特許法 46 条 1 項）。	 

無効宣告手続は、誰でも、申し立てることができる。申立理由は、特許法実施細則 65 条 2 項に

列挙されている（「特許権を付与された発明創造が特許法 20 条、20 条 1 項、22 条、23 条、26 条

3 項及び 4 項、27 条 2 項、33 条又は特許法実施細則 20 条 2 項、43 条 1 項の規定に合致しないこ

と、もしくは特許法 5 条、25 条の規定に合致すること、又は特許法 9 条の規定により特許権を取

得できないこと」）。申立てが受理されると、申立人は、申立日から 1 ヶ月以内に、理由の追加、

証拠の補充を行うことができる（特許法実施細則 67 条）。期間経過後に理由の追加、証拠の補充

を行うこともできるが、その場合、専利復審委員会は、これらを考慮しなくてもよいとされてい

る（同条）。	 

審理は、通常は、合議体で行われる。専利復審委員会は、当事者の請求または事件の性質に応

じて、口頭審理を行うことを決定することができる（特許法実施細則 70 条 1 項）。口頭審理は、

普通は 1 日のみ、時間にして２～３時間程度である。	 

無効宣告の申立日から審決までの期間はケース・バイ・ケースではあるが、侵害事件が継続中

であるとの理由で審査促進を請求することもできる。	 

無効宣告された特許権は、はじめから存在しなかったものとみなされる（特許法 47 条 1 項）。

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告以前に人民法院が判決しかつ執行された特許権侵害の

判決、裁定、すでに履行あるいは強制執行された特許権侵害の処分決定、並びにすでに履行され

た特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約については、遡及効を有しない。但し、特許権者が悪意

によって他人に損失を与えた場合は、これを賠償しなければならない（特許法 47 条 2 項）。上記

の特許法 47 条 2 項の規定に従い、特許権者又は特許権譲渡人が特許の実施許諾を受けた者又は特

許権譲受人に特許使用料又は特許権譲渡代金を返還しないことが明らかに公平の原則に反する場

合、特許権者又は特許権譲渡人は、特許の実施許諾を受けた者又は特許権譲受人に特許使用料又

は特許権譲渡代金の全部又は一部を返還しなければならない（特許法 47 条 3 項）。	 

人民法院は、特許権侵害訴訟においては、特許権が有効か無効かについては判断せず、特許権

が有効であることを前提に審理を行う。もちろん、専利復審委員会の審決に対して不服のある当

事者が提起した審決取消訴訟（行政訴訟）において、人民法院は、当該審決の適否について判断

することはできる。	 

無効宣告の審決（無効宣告、特許権維持）に不服がある当事者は、通知受領日から 3 ヶ月以内

に、北京市第一中級人民法院に対し、行政訴訟としての審決取消訴訟を提起することができる。

同人民法院は、無効宣告手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟参加するよう通知する（特

許法 46 条 2 項）。北京市第一中級人民法院の判決に対し不服がある当事者は、さらに北京市高級

人民法院に対し、上訴することができる。第一審は立件日から 3 ヶ月以内に判決をしなければな
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らず（行政訴訟法 57 条）、第二審は上訴状受領日から 2 ヶ月以内に判決をしなければならないと

規定されている（行政訴訟法 60 条）。	 

 

Ｂ	 無効宣告請求により、特許権侵害訴訟の審理は当然に中断されるのか 

管轄異議申立の提起後、被告（被疑侵害者）としては、「特許紛争事件の審理における法律適用

問題に関する若干の規定」8 条に基づき、答弁期間内において係争特許に対し無効宣告請求を提

起することができる。これにより、特許権侵害訴訟の審理が中断され、証拠収集のための時間を

さらに多く獲得することができる可能性がある。また、原告に対しプレッシャーを与え、今後行

われる可能性のある和解交渉等に向けて準備することができる。	 

しかし、特許権侵害訴訟において提起されるすべての無効宣告請求が訴訟中断の目的を達成で

きるわけではない。「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」10 条は、

実用新案及び意匠特許権の侵害に関する紛争事件で、被告が答弁期間満了後に当該特許権の無効

宣告を請求した場合、人民法院は原則として訴訟を中断してはならないと定めている。また、同

規定 11 条は、発明特許権の侵害に関する紛争事件については、たとえ被告が答弁期間内に当該

特許権の無効宣告を請求したとしても、人民法院は、訴訟を中断しないことができると定めてい

る。このほか、同規定 9 条は、実用新案及び意匠特許権の侵害に関する紛争事件で、次の各号に

掲げる状況のいずれかに合致する場合、訴訟を中断しないこともできると定めている。 

① 原告が提出する検索報告において、実用新案特許権の新規性及び創意性の喪失を引き起こ

す技術文献が発見されていない場合。 

② 被告の提供する証拠が、使用している当該技術はすでに公知であるということを十分に証

明している場合。 

③ 被告が当該特許権の無効宣告を請求するために提出した証拠又は根拠となる理由が、明ら

かに不十分である場合。 

④ 人民法院が、訴訟を中断すべきでないと認めるその他の事情。 

	 上述のとおり、特許権侵害訴訟における被告が、発明特許権の無効宣告請求をしても、必ずし

も侵害訴訟の審理が中断するわけではない。しかし、被告としては、侵害訴訟の担当裁判官に、

当該発明特許権が無効になる蓋然性が高いことを理解してもらい、侵害訴訟の審理を中断しても

らうべく、当該発明特許権が無効であることの根拠資料を早めに提出すること等が考えられる。	 

	 

Ｃ	 無効宣告請求に必要な資料 

無効宣告請求の提出は所定のフォームによる必要がある。以下、その中国語フォームと和訳を

掲載する。	 
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特許無効宣告請求書のフォーム（中国語） 

 

专利无效宣告请求书 

① 

申 

请 

人 

姓名或名称：○○○                             电  话：○○○○○○○○ 

地    址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿             邮政编码○○○○○○ 

② 

专 

利 

代 

理 

机 

构 

名   称：○○○                                  地  址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     

专利局给出的                            代理机构所在地区：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     

代理机构代码：○○○○○○                邮 政 编 码○○○○○○ 

代理人姓名：○○○                              代理人登记号：○○○○○○ 

③共同权利人：○○○    

④根据专利法第 45 条请求宣告下述专利无效 

申请号 ○○○○○○   申请日：20○○年○○月○○日 

发明创造名称：○○○○○○ 

专利权人：○○○ 

⑤请求宣告专利权无效的理由及证据：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     
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⑥附件清单 

⑦宣告无效请求费○○○○元，已通过 □邮局 □银行 □专利局收款处缴纳。 

⑧宣告无效请求人或代理机构签章 

 

 

20○○年○○月○○日   

⑨复审委员会处理意见 

 

 

20○○年○○月○○日  

 
特許無効宣告請求書のフォーム（和訳） 

 

特許無効宣告請求書	 

①	 

申	 

立	 

人	 

氏名又は名称：○○○	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 電	 	 話：○○○○○○○○	 

住	 	 	 	 所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 郵便番号○○○○○○	 

②	 

特	 

許	 

代	 

理	 

機	 

構	 

名	 	 	 称：○○○	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住	 所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 	 	 	 	 

特許局が選任した	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代理機構所在地区：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 	 	 	 	 

代理機構コード：○○○○○○	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 郵便番号○○○○○○	 

代理人氏名：○○○	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代理人登録番号：○○○○○○	 
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③共有権利者：○○○	 	 	 	 

④特許法第 45 条に基づき、下記の特許の無効宣告を請求する	 

申立番号	 ○○○○○○	 	 	 申立日：20○○年○○月○○日	 

発明創造の名称：○○○○○○	 

特許権者：○○○	 

⑤特許権の無効宣告請求の理由及び証拠：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 	 	 	 	 

⑥添付文書リスト	 

⑦無効宣告請求手数料○○○○元は、すでに	 □郵便局	 □銀行	 □特許局会計所に納付した。	 

⑧無効宣告請求者又は代理機構の署名捺印	 

	 

	 

20○○年○○月○○日	 	 	 

⑨復審委員会の処理意見	 

	 

	 

20○○年○○月○○日	 	 

 

（4）非侵害確認訴訟	 

	 

	 非侵害確認訴訟とは、当該訴訟の原告が、被告の有する特許権を侵害していないことの確認を

人民法院に求める訴訟をいう。特許権者から特許権侵害の旨が記載された警告書を受領した者に

より提起されることが多い。実際、中国において、特許権者の非侵害確認訴訟は多数、提起・受

理されてきたが、従来は、その提訴条件等が不明確であった。	 
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	 そこで、「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」18 条は、権

利者が他人に対し特許権侵害の警告を発送し、警告された者又は利害関係者が書面にて権利者に

訴訟権の行使を催告し、権利者が当該書面による催告を受領した日から 1 ヵ月以内又は書面によ

る催告の発送日から 2 ヶ月以内に、権利者が警告の撤回も、訴訟の提起も行わず、警告された者

又は利害関係者が人民法院にその行為が特許権を侵害しないことの確認を求める請求を提起した

場合、人民法院はこれを受理しなければならない、と規定して、警告書の受領と特許権非侵害確

認訴訟の関係を明確化した。実際に非侵害確認訴訟を提起するためには、上記 18 条の要件のほ

か、民事訴訟法 108 条の要件も満たさなければならない。 
実際上、非侵害確認訴訟という手段は、被疑侵害者が特許権者に対しむしろ積極的に攻撃を仕

掛けるものである。被疑侵害者は、非侵害確認訴訟で勝訴することにより、特許権者からの非難

の誤り、自らの潔白（即ち、非侵害）を証明することができる。	 

以下、特許権の種類（発明特許権又は実用新案特許権、意匠特許権）に基づき、2 種類の非侵

害確認訴訟の提訴状の例を掲載する。	 

	 

	 

非侵害確認訴訟の民事提訴状の例（発明特許権又は実用新案特許権の場合） 

	 

民事提訴状	 

	 

原告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

被告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

訴訟請求：	 

	 

一、原告が被告の○○○○○○○○特許に対する権利侵害を構成しないことを確認すること。	 

二、本件訴訟費用は被告が負担するよう判決すること。	 

	 

事実及び理由：	 
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被告は、20○○年○月○日、中華人民共和国国家知識産権局に○○○○発明特許を出願し、20

○○年○月○日、国家知識産権局は授権の上で公告し、かつ特許番号を○○○○○○○○とする

発明特許証書を交付した。発明特許の有効期間は、出願日すなわち 20○○年○月○日から 20 年

（実用新案特許の有効期間は 10 年）である。	 

	 

被告の発明特許の権利明細書に記載されている請求項は、次のとおりである。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

被告は、20○○年○月○日より、ファクシミリ、電子メール、速達等の方式により、原告が被

告の○○○発明特許を侵害したということを主な内容とする「権利侵害通知書」を原告に送付し

続けた。しかし、原告は、原告の製品に使用している技術は先行技術であって、被告の特許権に

対する侵害を構成しないと考える。よって、原告は、北京○○知識産権司法鑑定中心に、以下の

原告製品の主な技術的特徴の分析比較を委託した。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

鑑定の結論は以下のとおりである。	 

A、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

B、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

C、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

原告は、原告の製品に使用している技術は先行技術であり、「特許法」第 62 条の規定により、

被告の特許権に対する侵害を構成しないと考える。「 高人民法院による特許権侵害紛争事件の

審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 18 条により、原告は、人民法院に対し、原

告が被告の特許権を侵害していないことを法に基づき確認するよう請求する。	 

以上	 

	 

○○○○○○中級人民法院御中	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 提訴者：○○○有限公司	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 法定代表者：○○○○	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20○○年○○月○○日	 
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添付：	 

	 

一、本提訴状副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.	 原告の営業許可証○部	 	 

2.	 国家知識産権局発行の特許原簿副本の写し○部	 

3.	 北京○○知識産権司法鑑定中心発行の「技術鑑定報告書」○部	 

	 

	 

	 

非侵害確認訴訟の民事提訴状の例（意匠特許権の場合） 

	 

民事提訴状	 

	 

原告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

被告：○○○有限公司	 

住所：	 

電話：	 

法定代表者：	 

役職：	 

	 

訴訟請求：	 

	 

一、原告が被告の○○○意匠に対する権利侵害を構成しないことを確認すること。	 

二、本件訴訟費用は被告が負担するよう判決すること。	 

	 

事実及び理由：	 

	 

被告は、20○○年○月○日、中華人民共和国国家知識産権局に○○○○意匠特許を出願し、20

○○年○月○日、国家知識産権局は授権の上で公告し、かつ特許番号を○○○○○○○○とする

意匠特許証書を交付した。特許の有効期間は、出願日すなわち 20○○年○月○日から 10 年であ

る。	 
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被告は、2009 年○月より、ファクシミリ、電子メール、速達等の方式により、原告の○○○

製品が被告の○○○意匠特許権を侵害したということを主な内容とする「権利侵害通知書」を原

告に送付し続けた。	 

原告は、原告の○○○製品は先行デザインを使用しており、「特許法」第 62 条の規定により、

被告の意匠特許権に対する侵害を構成しないと考える。	 

「 高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」

第 18 条により、原告は、人民法院に対し、原告が被告の特許権を侵害していないことを法に基

づき確認するよう請求する。	 

	 

以上	 

	 

○○○○○○中級人民法院御中	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 提訴者：○○○有限公司	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 法定代表者：○○○○	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20○○年○○月○○日	 

	 

添付：	 

	 

一、本提訴状副本○部	 

二、証拠○部、計○頁	 

1.	 原告の営業許可証○部	 

2.	 国家知識産権局発行の特許原簿副本の写し○部	 
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参考のため、特許原簿副本の例を以下に掲げる。	 

	 

特許原簿副本の例 

	 

	 

特許原簿副本	 
 
特許番号：○○○○○○                                    証書番号：○○○○○○ 
	 

Ⅰ	 記載事項	 

発明/実用新案/意匠名称：○○○○○○	 

現特許権者：○○○	 

現特許権者住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 

現特許権者の国籍：○○	 

現共有特許権者：○○○	 

考案者：○○○	 

主分類番号：○○○○○○	 

出願日：20○○年○○月○○日	 

	 

Ⅱ	 登記事項	 

本特許原簿副本の発行日まで、当該特許は有効である。	 

特許権の譲渡	 

原特許権者及び共有特許権者：○○○	 

原特許権者の郵便番号、住所：○○○○○○	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 

変更後の特許権者及び共有特許権者：○○○	 

変更後の特許権者の郵便番号、住所：○○○○○○	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	 

特許権譲渡の登記日：20○○年○○月○○日	 

	 

中華人民共和国国家知識産権局	 

20○○年○○月○○日	 

	 

（1）本特許原簿副本は扉及び裏表紙を除き、合計○頁である。	 

（2）当該特許料（年金）は 20○○年○○月○○日まで納付済みである。	 
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（5）時効の抗弁	 

 

特許法 68 条 1 項によると、特許権侵害の訴訟時効は 2 年とされ、特許権者又は利害関係人が

侵害行為を知った、又は知り得べき日から起算する。ここにいう「特許権侵害の訴訟」の請求に

は、理論的には、不法行為に基づく請求権と、不当利得返還請求権が含まれると考えられるため、

いずれの請求権の場合も、2 年の訴訟時効にかかる。また、民法通則 135 条によると、民事上の

権利一般の訴訟時効期間は 2 年とされていることからも、不当利得返還請求権の場合であっても、

やはり 2 年の訴訟時効にかかるといえる。 
権利者が 2 年を過ぎてから訴訟を提起した場合であっても、侵害行為が訴訟提起時に依然継続

しており、かつ当該特許権が有効期間内であれば、人民法院は、被告の侵害行為の差止判決をし

なければならず、侵害行為による損害賠償額は、権利者が人民法院に対し訴訟を提起した日から

2 年間を遡って推計しなければならない（「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若

干の規定」23 条）。 
	 訴訟時効は、訴訟提起、当事者の一方による要求の提出又は当事者の一方による義務履行の承

諾により、「中断」する。訴訟時効期間は改めてゼロから計算される（民法通則 140 条）。上記の

「要求の提出」について、日本民法 153 条のように、6 ヶ月以内に法定の中断事由（訴訟提起等）

をとることは必要とはされていない。よって、2 年が経過する直前ごとに相手方に「要求通知」

を出しておけば、時効の中断を避けることができることになる。そのように時効の中断を避ける

ための処置を繰り返しとっておけば、理論上いつまででも、特許権に基づく差止請求、損害賠償

請求（この場合の損害賠償額は、過去 2 年分に限定されない）等をなし得ると考えられる。	 

	 なお、除斥期間は 20 年である（民法通則 137 条 2 文）。	 

 

（6）善意の使用及び販売	 

	 

	 善意の使用及び販売、すなわち、特許権者の許可を受けずに製造されかつ販売された特許権侵

害製品であることを知らずに、生産及び営業の目的で使用し、販売を申し出、又は販売し、当該

製品の合法的な供給源を証明できるときは、賠償責任を負わない（特許法 70 条）。但し、当該行

為が特許権侵害行為であることにかわりはないので、権利侵害者は直ちに権利侵害行為を停止し

なければならない。 
	 本条は、特許権侵害製品について善意であった使用者・販売者等を保護しようとする規定であ

る。特許権侵害製品の製造者は、本条の適用を受けない。 
	 もし、「特許権侵害製品であることを知らなかったこと」だけで、使用者・販売者等が特許権侵

害責任を免れるとすると、あまりに特許権者の利益を害する。実際、特許権侵害製品の製造者が、

自分は善意で買い受けただけであると主張した場合、製造場所等を発見することは困難であるた

め、当該製造者は容易に特許権侵害責任を免れることができてしまう。そこで、このような弊害

を防止するため、本条は、当該製品の「合法的な供給源」を証明することを要求している。	 

	 本条により善意の使用者・販売者等が免れることができるのは、特許権侵害責任だけであり、
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それ以外の責任を免れることはできない。従って、特許権者は、善意の使用者・販売者等に対し

て、特許権侵害行為の差止請求をすることはできる。 
	 

（7）特許権の濫用者に対する損害賠償請求	 

 

「知的財産権の裁判職能作用を十分に発揮し、社会主義文化の大いなる発展及び繁栄を推進し、

並びに経済の自主的及び調和的発展を促進するための若干問題に関する意見」16 条は、以下のと

おり、特許権の濫用者に対する損害賠償請求に関する規定を置いている。即ち、「特許権者が明ら

かに法律目的に違背して権利を行使し、競争相手に不当に損害を与え、公平な競争を阻害し、及

び市場秩序を濫用する行為を防止する。その特許権が先行技術又は先行デザインに属することを

明らかに知りながらなお悪意により正当な実施者及びその取引相手に権利侵害の警告をみだりに

発し、又は訴権を濫用し、権利侵害を構成する場合には、状況に応じて被害者の損害賠償請求を

支持することができる。事実が比較的明らかで、権利侵害の判断が容易であることを訴訟前差止

措置を講じる前提条件とする。比較的複雑な技術の対比を行わなければ権利侵害の可能性を判断

できない行為について、権利侵害の訴訟前差止措置を命じる裁定を出すべきではない。条件が認

められる状況においても、できる限り申立人と被申立人の意見を聴取する方式によって権利侵害

の可能性について正確に判断する。」 
	 上記規定によれば、「その特許権が先行技術又は先行デザインに属することを明らかに知りなが

らなお悪意により正当な実施者及びその取引相手に権利侵害の警告をみだりに発し、又は訴権を

濫用し、権利侵害を構成する場合」には、必ずしも特許再審査委員会の無効審決を経なくても、

特許権者には損害賠償責任が発生する可能性があると思われる。そうだとすると、特許権の有効・

無効の判断を特許再審査委員会に完全に委ねていた従来の制度から一歩を踏み出し、一定限度で

特許権侵害訴訟を管轄する人民法院に判断を委ねたともいえるのではなかろうか。 
	 

６	 侵害論 

 

侵害論（被告の行為が原告の特許権を侵害したか否かという議論）は特許権侵害訴訟における

核心問題の一つであり、特許権侵害訴訟の中で も深い法律的分析及び証拠の吟味等が必要とさ

れる領域である。	 

以下では、「文言侵害」、「均等論」、「禁反言」、「公知技術の抗弁」、「先使用の抗弁」、「間接侵害」

に分類して、それぞれの内容等を簡単に紹介する。	 

 
（1）文言侵害	 

 
Ａ	 発明又は実用新案の特許権の保護範囲	 

発明特許権又は実用新案特許権の保護範囲については、その請求項（中国語では「権利要求」。

米国法に従い、「クレーム」と呼ばれることもある）の内容が基準となり、明細書及び添付図面を

請求項の内容の解釈に用いることができる（特許法 56 条 1 項）。人民法院は、権利者が主張する
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請求項に基づき、特許法 56 条 1 項の規定に従い特許権の保護範囲を確定しなければならない。 
	 人民法院は請求項の記載に基づき、当該分野の一般の技術者が明細書及び添付図面を閲読した

後の請求項に対する理解を踏まえ、特許法 56 条 1 項に定める請求項の内容を確定しなければな

らない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」2 条）。 
	 人民法院は請求項について、明細書及び添付図面、特許請求範囲の関連請求項、特許審査書類

を用いて解釈することができる。明細書において請求項の用語に特別の定義がある場合、その特

別な定義に従う（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」3 条 1
項）。上記方法によって請求項の意味を依然として明確にすることができない場合、参考書、教科

書等の公知の文献及び当該分野の普通の技術者の通常の理解を踏まえて解釈することができる

（同条 2 項）。 
	 請求項における機能又は効果を示す技術特徴について、人民法院は明細書及び添付図面が描写

する当該機能又は効果の具体的な実施方法及びその均等の実施方法を考慮し、当該技術特徴の内

容を確定しなければならない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する

解釈」4 条）。 
	 明細書又は添付図面のみにおいて描写され、請求項において記載のない技術方案について、権

利者が特許権侵害紛争事件においてそれを特許権保護範囲内に含めたとしても、人民法院はこれ

を支持しない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」5 条）。 
	 

Ｂ	 「余計指定原則」の否定	 

	 「余計指定原則」（中国語では「多余指定原則」）とは、特許権侵害の判定において、当該特許

の独立請求項の解釈及び特許権の保護範囲の確定の際に、当該特許の独立請求項に記載された、

付記的であることが明らかな技術的特徴、すなわち「余計な特徴」を省き、当該特許の独立請求

項中の必要な技術的特徴だけをもって特許権の保護範囲を確定し、被提訴物件が特許権の保護範

囲に属しているか否かを判定する原則をいう（汪恵民著『中国特許法ガイド』（経済産業調査会、

2010 年）236 頁）。従前、中国の人民法院では、この「余計指定原則」を採用する判決例が散見

された。 
しかし、2009 年に制定された、「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関

する解釈」7 条は、この「余計指定原則」を否定している。即ち、人民法院は権利侵害を訴えら

れた技術方案が特許権保護範囲に該当するか否かについて判定する際には、権利者が主張する請

求項に記載される全ての技術特徴を審査しなければならない（「特許権侵害紛争事件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈」7 条 1 項）。権利侵害を訴えられた技術方案が、請求項に記

載される全ての技術特徴と同一又は均等の技術特徴を含む場合、人民法院はそれが特許権保護範

囲に該当すると認定しなければならない。権利侵害を訴えられた技術方案の技術特徴が請求項に

記載される全ての技術特徴と比較して、請求項に記載される一つ以上の技術特徴が欠ける場合、

又は一つ以上の技術特徴が同一又は均等でない場合、人民法院はそれが特許権保護範囲に該当し

ないと認定しなければならない（同条 2 項）。このように、上記司法解釈７条は、米国法でいう

「All-elements rule」を規定したものであり、従前の実務で散見された「余計指定原則」を否定
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したものと考えられる10。 
	 

Ｃ	 意匠特許権の保護範囲	 

特許法 56 条 2 項は、①意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真に示された当該製品の意匠

を基準とすること、及び②簡単な説明は、図面又は写真に示された当該製品の意匠の解釈に用い

ることができることを規定するのみである。しかし、2009 年に制定された、「特許権侵害紛争事

件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」は、以下のとおり、さらに具体的な判断方

法について規定している。 
意匠特許製品と同一又は類似する種類の製品において、権利を付与された意匠と同一又は類似

の意匠を採用する場合、人民法院は権利侵害を訴えられたデザインが特許法 59 条 2 項に定める

特許権の保護範囲に該当すると認定しなければならない（「特許権侵害紛争事件の審理における法

律適用の若干問題に関する解釈」8 条）。 
	 人民法院は、意匠製品の用途に基づき、製品種類が同一又は類似であるか認定しなければなら

ない。製品の用途の確定においては、意匠の要約書、国際意匠分類表、製品の機能及び製品の販

売、実際の使用情況等の要素を参考にすることができる（「特許権侵害紛争事件の審理における法

律適用の若干問題に関する解釈」９条）。 
	 人民法院は意匠製品の一般消費者の知的水準及び認知能力をもって、意匠が同一又は類似であ

るか否かを判断しなければならない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に

関する解釈」10 条）。 
	 人民法院は意匠が同一又は類似であるか認定する場合、登録意匠、権利侵害を訴えられたデザ

インのデザイン特徴に基づき、意匠の全体の視覚効果をもって総合的に判断しなければならない。

主に技術機能により決定されるデザイン特徴及び全体の視覚効果に影響を及ぼさない製品材料、

内部構造等の特徴は、考慮しないものとする（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈」11 条 1 項）。①その他部位に対して、製品が正常に使用できる場合に直接

観察され易い部位、及び②登録意匠のその他デザイン特徴に対して、登録意匠の先行デザインと

異なるデザイン特徴といった情況は、通常は意匠の全体の視覚効果に対し、より影響がある（同

条 2 項）。権利侵害を訴えられたデザインと登録意匠が全体の視覚効果上に差異がない場合、人

民法院は二者が同一であると認定しなければならない。全体の視覚効果上、実質的な差異がない

場合、両者が類似であると認定しなければならない（同条 3 項）。 
	 

文言侵害に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告曽展翅

が被告河北珍誉工貿有

限公司及び北京双龍順

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】防臭吸汗インソール 
【第一審人民法院】北京市第二中級人民法院 

                                                   
10「大連新益建材有限公司及び大連仁達新型墻体建材廠による特許権侵害紛争事件」の再審判決（ 高人民法院

（2005）民三提字第１号、2005 年 8 月 22 日 高人民法院判決、出典：中国人民法院網）において、 高人民法

院は、「余計指定原則」の軽率な適用には賛成しないことが明確にされていた。 



 145 

倉購物中心を訴えた特

許権侵害紛争事件	 

【事件番号】（2005）二中民初字第 11450 号 
【第一審判決日】2005 年 9 月 20 日 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2006）高民終字第 367 号 
【第二審判決日】2006 年 6 月 13 日  
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定したが、第二審は権利

侵害成立を否定した。 
【裁判要旨】機能表現クレーム（発明の構成要素が機能により表現され

ている請求項）は、その字面の意味どおりに当該機能を実現することの

できる一切の方式を包含するものと解釈すべきではなく、特許明細書に

記載された当該機能を実現する具体的な方式に限定されるべきである。

具体的には、権利侵害の判断においては、機能により表現されている請

求項は、明細書に記載された具体的な実現方式及びそれと均等な方式の

みを含むと解釈すべきである。 
【出典】①北大法律信息網、② 高人民法院中国応用法学研究所編「人

民法院判例選」2007 年第 1 期（通巻第 59 期）、人民法院出版社、2007
年 9 月、382 頁～391 頁。 

【判決例 2】原告範志寧

が被告常州智力微創医

療器械有限公司及び常

州智業医療儀器研究所

を訴えた特許権侵害紛

争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】医療用腸管内ステント 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2003）寧民三初字第 101 号 
【第一審判決日】2005 年 10 月 18 日 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（2006）蘇民三終字第 0036 号 
【第二審判決日】2007 年 1 月 26 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】係争特許の特許請求の範囲において定義された技術案につ

いて解釈を行うときは、まず、特許明細書に記載された関連内容に基づ

いて解釈を行うべきであり、明細書に関連の記載がない場合又は記載が

明確でない場合に限り、字典、辞書の一般的解釈を引用する。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、14 頁～

26 頁。 
【判決例 3】原告任文林

が被告東方家園北京麗

澤装飾建材有限公司及

び上海佳楽美木業有限

【特許種類】発明特許 
【特許名称】集成材フローリング 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】（2004）二中民初字第 6988 号 
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公司を訴えた特許権侵

害紛争事件	 

【第一審判決日】2004 年 11 月 17 日 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2005）高民終字第 172 号 
【第二審判決日】2005 年 5 月 19 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】請求項は特許の保護範囲を確定する基準であるが、請求項

は特許文書の中で孤立しているものではなく、特許文書の他の部分（特

に明細書及び添付図面）と密接に関連するものである。特に請求項自体

があまり明確、正確ではない場合、又は特許権者が造語を用いている場

合には、請求項を正確に理解するために、全ての特許文書を参照して、

特許技術の発明目的、作用又は効果並びに請求項の中の語句の意味を知

ることが必要である。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、27 頁～

34 頁。 
	 

（2）均等論	 

	 

	 特許クレーム（特許の請求項）の些細な一部を少しだけ変更して、実質的にはほとんど同じよ

うな製品を製造等する行為は、文言侵害には該当しなくても、一定の要件の下に、特許権侵害が

成立するという考え方（均等論）が、多くの先進国において一般的に認められている。均等論は、

特許権の保護範囲を特許クレームの文言よりも広く解釈するものであるため、特許権重視政策（プ

ロ・パテント政策）の一環として捉えることができる。 
	 中国においても、以下に述べるとおり、均等論が認められている。すなわち、「特許紛争事件の

審理における法律適用問題に関する若干の規定」17 条によると、特許法 59 条 1 項にいう「発明

又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面を請求

項の内容の解釈に用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明確に記

載されている必要技術特徴により確定される範囲を基準としなければならず、必要技術特徴と均

等な特徴により確定される範囲も含むことをいう。ここに「均等な特徴」とは、記載されている

技術特徴と基本的に「同一の手段」を用いており、基本的に「同一の機能」を実現し、基本的に

「同一の効果」を達成し、かつその領域の一般技術員が創造的な労働を経ずして連想することの

できる特徴をいう。上記基準は、米国特許法における、機能（Function）、方法（Way）、効果（Result）
の 3 要素で判断する、いわゆる「FWR テスト」とほぼ同じ基準と思われる。 
	 中国では、このように均等論の明文上の根拠があるわけであるが、既に、 高人民法院により

均等論が認められた判決も存在する。例えば、2002 年 3 月 6 日に言い渡された「中国東方機械

工場 v.五金製品会社事件」である（ 高人民法院民事判決書（［2001］民三提字第 1 号））。事案

は、オルゴールの音階発生板の加工方法及びその設備に関するものであり、この判決の中で、
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高人民法院が初めて、上記基準に則り、均等侵害を認める判決を下した（胡春豊「均等論に関す

る初めての中国 高人民法院判決について（中国東方機械工場 v.五金製品会社事件）」（『AIPPI
（日本語版）Vol.47 No.10』、AIPPI、2002 年）703 頁以下）。 
	 

均等論に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告寧波市

東方機芯総廠が被告江

陰五鈴五金製品有限公

司を訴えた特許権侵害

紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】自動演奏装置音階板の櫛歯形成方法及びその装置 
【第一審人民法院】南京市中級人民法院 
【事件番号】不明 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（1999）蘇民終字第 9 号 
【第二審判決日】1999 年 5 月 9 日 
【再審人民法院】 高人民法院 
【事件番号】（2001）民三提字第１号 
【再審判決日】2002 年 3 月 6 日 
【権利侵害認定】第一審及び第二審は権利侵害成立を否定したが、再

審は権利侵害成立を肯定した。 
【裁判要旨】被疑侵害者は、権利者の 1 つの技術的特徴を 2 つの部分

に分解して完成させ、2 つの技術的特徴によって特許の中の 1 つの技術

的特徴の機能を完成させた。この場合、分解後の技術的特徴を 1 つの

総体として考えるべきであり、本件では均等侵害が成立すると判示し

た。 
【出典】①北大法律信息網、② 高人民法院民事裁判三庭編「知的財産

権裁判指導及び参考（第 5 巻）」、法律出版社、2001 年 11 月。 
【判決例 2】原告	 

SchützWerkeGmbH&Co.KG

が被告上海山海包装容

器有限公司を訴えた特

許権侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】パレット付き容器 
【第一審人民法院】上海市第二中級人民法院 
【事件番号】（2003）滬二中民五（知）初字第 89 号 
【第一審判決日】2004 年 4 月 23 日 
【第二審人民法院】上海市高級人民法院 
【事件番号】（2004）滬高民三（知）終字第 90 号 
【第二審判決日】2004 年 11 月 11 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】「全ての技術的特徴の原則」によれば、被疑侵害製品（方

法）の中に、特許の請求項に記載された全ての技術的特徴又は均等な
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技術的特徴を認めることができる場合に限り、権利侵害を構成する。

原告は係争特許の権利者であり、被疑侵害者の生産する被疑侵害製品

は、権利者の特許の技術案と比べると、一部の技術的特徴が省略され

ているため、被疑侵害製品は特許の請求項に記載された全ての技術を

備えているものではなく、権利侵害を構成しない。従って、必要な技

術的特徴を欠くいわゆる「改悪」の技術案も権利侵害を構成するとい

う主張には、法的根拠がない。 
【出典】北大法律信息網 

【判決例 3】原告柴岩芝

が被告杭州奥普電器有

限公司を訴えた特許権

侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】双方向扇風機 
【第一審人民法院】杭州市中級人民法院 
【事件番号】（2003）杭民三初字第 040 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】浙江省高級人民法院 
【事件番号】（2005）浙民三終字第 98 号 
【第二審判決日】2005 年 11 月 10 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定したが、第二審は権利侵

害成立を肯定した。 
【裁判要旨】被疑侵害製品が係争特許と均等を構成するか否かを判断

するのは法的な問題であり、人民法院は関連鑑定機関又は専門家に関

連問題の鑑定を委託することができるが、鑑定結論は人民法院が判断

を下す参考とするだけで、これを人民法院の判断に代えることはでき

ない。人民法院が被疑侵害製品と本件係争特許の独立請求項とを比較

したところ、被疑侵害製品の技術的特徴が本件係争特許の独立請求項

に記載された全ての必要な技術的特徴を包含しており、本件係争特許

の保護範囲に該当することが判明したため、権利侵害を構成する。 
【出典】北大法律信息網 

【判決例 4】原告イーラ

イリリー・アンド・カン

パニー（Eli	 Lilly	 and	 

Company）が被告江蘇豪

森薬業股份有限公司を

訴えた特許権侵害紛争

事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】一種の 2-methyl-thieno-benzodiazepine の調製方法 
【第一審人民法院】上海市第二中級人民法院 
【事件番号】（2002）滬二中民五（知）初字第 137 号 
【第一審判決日】2005 年 11 月 25 日 
【第二審人民法院】上海市高級人民法院 
【事件番号】（2006）滬高民三（知）終字第 11 号 
【第二審判決日】2006 年 10 月 30 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】被疑侵害製品（方法）が係争特許権の保護範囲に該当す
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るかを判断するときは、まず、独立請求項に基づいて当該係争特許の

必要な技術的特徴を確定し、次に、被疑侵害製品（方法）の主要な技

術的特徴について技術分析を行い、しかる後に、両者の対応する技術

的特徴が同一又は均等にあたるかを一つ一つ比較分析すべきである。

被疑侵害製品（方法）が係争特許の全ての必要な技術的特徴を包含す

る場合には、被疑侵害製品（方法）は係争特許権の保護範囲に該当す

る。被疑侵害製品（方法）に特許のいずれか若しくはいくつかの必要

な技術的特徴がない場合、又は被疑侵害製品（方法）のいずれかの若

しくはいくつかの技術的特徴が係争特許の対応する必要な技術的特徴

と同一でも均等でもない場合には、被疑侵害製品（方法）の技術的特

徴は、係争特許の全ての必要な技術的特徴を包含しておらず、係争特

許権の保護範囲に該当しない。 
【出典】①北大法律信息網、②田力普著「中国に影響を与えた 100 の

知的財産権判例」、知的財産権出版社、2009 年 4 月、9 頁～15 頁。 
【判決例 5】原告	 

OBE-Werk	 Ohnmacht	 &	 

Baumgartner	 GmbH	 &	 

Co	 .KG が被告浙江康華

眼鏡有限公司を訴えた

特許権侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】バネ蝶番の製造方法 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】（2002）一中民初字第 5048 号 
【第一審判決日】2005 年 12 月 20 日 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2006）高民終字第 1367 号 
【第二審判決日】2006 年 12 月 20 日 
【再審人民法院】 高人民法院 
【事件番号】（2008）民申字第 980 号 
【再審判決日】2010 年 3 月 23 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定したが、第二審及び再審

は権利侵害成立を否定した。 
【裁判要旨】方法特許の請求項においてステップの順序が明確に限定さ

れていない場合、明細書、添付図面、審査資料、請求項に記載された全

体的な技術案及び各ステップ間の論理関係を踏まえ、各ステップが特定

の順序に従い実施すべきものであるかを確定すべきである。 
【出典】①北大法律信息網、②「 高人民法院公報」2010 年第 1 期（通

巻第 159 期）、30 頁～39 頁。 
【判決例 6】原告北京英

特莱摩根熱陶瓷紡織有

限公司が被告北京徳源

快捷門窓廠を訴えた特

許権侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 

【特許名称】防火断熱シャッター用耐火繊維複合シャッター及びその

応用 

【第一審】北京市第二中級人民法院 

【事件番号】（2009）二中民初字第 08543 号 
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【第一審判決日】2009年 7月 17日 

【第二審】北京市高級人民法院 

【事件番号】（2009）高民終字第 4721 号 

【第二審判決日】2009年 11月 6日 

【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を

維持した。 

【裁判要旨】均等論を適用する場合には、実質的な対比を行う技術的

特徴が対応しなければならないが、特許明細書、添付図面と結びつけ

て発明の目的及び効果の具体的な分析も考慮しなければならず、特殊

な状況においては両者に機械的に一対一の対応関係が存在しない可能

性がある。また、発明特許をその所属する分野の中に置いて考慮しな

ければならない。 

【出典】中国知的財産権研究会特許委員会著「特許名事件解読（2）--20

件の特許紛争典型事例の評価分析」、知的財産権出版社、2011 年 4 月、

161 頁～185 頁。 
【判決例 7】原告張喜田

が被告石家庄製薬集団

欧意薬業有限公司、石家

庄製薬集団華盛製薬有

限公司、石薬集団中奇制

薬技術（石家庄）有限公

司、吉林省玉順堂薬業有

限公司を訴えた特許権

侵害紛争事件	 

	 

【特許種類】発明特許 

【特許名称】アムロジピンエナンチオマーの分離 

【第一審】吉林省長春市中級人民法院 

【事件番号】（2005）長民三初字第 36 号民事判決 

【第一審判決日】不明 

【第二審】吉林省高級人民法院 

【事件番号】（2006）吉民三終字第 146 号民事判決 

【第二審判決日】不明 

【再審法院】 高人民法院 

【事件番号】（2009）民提字第 84 号 

【再審判決日】2010年 9月 9日 

【権利侵害認定】第一審及び第二審は権利侵害成立を肯定したが、再

審は権利侵害成立を否定した。 

【裁判要旨】特許法 11 条において特許権者がその特許製品又は製法特

許に対して有する特許権に関する規定によると、製法特許権の保護範

囲は、当該特許方法により直接得られた製品、すなわち特許方法を使

用して得られた原始製品に及ぶだけであり、原始製品をさらに処理し

た後に取得できる後続製品には及ばない。 

【出典】「 高人民法院公報」2011 年第 1 期 
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（3）禁反言	 

	 

	 特許出願人、特許権者が特許付与又は無効宣告の手続きにおいて、請求項、明細書に対する修

正又は意見陳述により放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを

再び特許権保護範囲に含めようとしても、人民法院はこれを認めない（「特許権侵害紛争事件の審

理における法律適用の若干問題に関する解釈」6 条）。これは、米国法でいう「Prosecution history 
estoppel」（出願経過禁反言）を規定したものである。 
出願審査書類は、当該特許権が付与された後、知識財産局に対して申請すれば取得できるが、ウ

ェブサイトで閲覧、取得等することはできない。 
禁反言に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告沈其衡

が被告上海能達建築装

飾工程公司を訴えた特

許権侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】自動車用パーキングロック 
【第一審人民法院】上海市第一中級人民法院 
【事件番号】（2004）滬一中民五（知）初字第 99 号 
【第一審判決日】2006 年 9 月 18 日 
【第二審人民法院】上海市高級人民法院 
【事件番号】（2006）滬高民三（知）終字第 109 号 
【第二審判決日】2006 年 12 月 1 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】権利者の当初の陳述は専利復審委員会の確認を受け、北京

市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決においても支持さ

れ、これにより係争特許の請求項 1 に新規性及び進歩性があると認め

られたからこそ、係争特許は有効性を維持された。禁反言の原則によれ

ば、権利者は、特許の有効性を維持するために行った従前の陳述を覆し

てはならず、従前と異なる説明又は理解によって均等侵害を主張するこ

とはできない。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、81 頁～

86 頁。 
【判決例 2】原告 AGA	 

Medical	 Corporation が

北京華医聖傑科技有限

公司を訴えた特許権侵

害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】Precutaneous cather directed occulusion device 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】（2004）一中民初字第 03944 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2005）高民終字第 203 号 
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【第二審判決日】2005 年 10 月 20 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】特許権者が係争特許の審査段階で限定的請求項に関する

陳述を行った場合には、係争特許権の保護段階においても当該陳述の

拘束を受けるべきである。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、86 頁～

90 頁。 
【判決例 3】原告朱玉振

が被告寧波方太厨具有

限公司及び五星公司を

訴えた特許権侵害紛争

事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】レンジフード 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2003）寧民三初字第 166 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（2004）蘇民三終字第 017 号 
【第二審判決日】2004 年 4 月 1 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】本件で、係争特許の権利者は、特許復審段階において、

係争特許の中の先行技術によって開示された「排気口を筐体の天板に

開け、排気管を通じて油煙を排出する」という内容を含む部分の保護

を排除しており、かつかかる解釈は専利復審委員会に採用された。権

利者は、権利侵害訴訟手続の中でこれを再び権利の保護範囲に含める

ことはできない。 
【出典】北大法律信息網 

【判決例 4】原告解文武

が被告青島海爾通信有

限公司等を訴えた特許

権侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】携帯電話自動隠しダイアリング紛失通報の実現方法 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】（2005）一中民初字第 3254 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2005）高民終字第 1262 号 
【第二審判決日】2005 年 12 月 15 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】特許の審査、取消又は無効宣告の手続の中で、権利者が

その特許に新規性及び進歩性があると確定されるよう、書面により声
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明し、又は特許文書を補正する方式によって係争特許の請求項の保護

範囲について限定の承諾をし、又は部分的に保護を放棄し、かつこれ

により特許権を付与された場合において、特許侵害訴訟の中で、人民

法院が均等原則を適用して特許権の保護範囲を確定するときは、権利

者がすでに制限若しくは排除され、又はすでに放棄した内容を再び係

争特許権の保護範囲に含めることはできない。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、6 頁～14
頁。 

【判決例 5】原告澳諾

（中国）製薬有限公司が

被告湖北午時薬業股份

有限公司及び王軍社を

訴えた特許権侵害紛争

事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】カルシウム欠乏を予防治療する一種の薬物及びその調製方

法 
【第一審人民法院】河北省石家庄市中級人民法院 
【事件番号】(2006)石民五初字第 00169 号 
【第一審判決日】2007 年 3 月 6 日  
【第二審人民法院】河北省高級人民法院 
【事件番号】(2007)冀民三終字第 23 号 
【第二審判決日】2007 年 12 月 17 日  
【再審人民法院】 高人民法院 
【事件番号】(2009)民提字第 20 号 
【再審判決日】2010 年 3 月 23 日 
【権利侵害認定】第一審及び第二審は権利侵害成立を肯定したが、再審

は権利侵害成立を否定した。 
【裁判要旨】①請求項を解釈するときは、特許明細書に記載された技術

内容及び特許請求の範囲に記載された他の請求項を踏まえ、当該請求項

における技術用語の意味を確定することができる。②権利者が特許権付

与の手続において請求項、明細書の補正又は意見陳述を通じて放棄した

技術案は、かかる補正又は意見陳述が特許の新規性又は進歩性に係るか

否かにかかわらず、特許権侵害紛争事件において、均等侵害にあたると

してそれを特許権の保護範囲に含めることはできない。 
【出典】①北大法律信息網、②「 高人民法院公報」2010 年第 7 期（通

巻第 165 期）、31 頁～37 頁。 
	 

（4）公知技術の抗弁	 

	 

特許法 62 条によると、特許権侵害紛争において、権利侵害で訴えられた者がその実施した技

術又はデザインが先行技術又は先行デザインに該当することを証明する証拠を有している場合に

は、特許権の侵害を構成しない。ここに「先行技術」とは、出願日前に国内外で公衆に知られて
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いる技術を指し（特許法 22 条 5 項）、「先行デザイン」とは、出願日前に国内外で公衆に知られ

ているデザインを指す（同法 23 条 4 項）。 
特許法 62 条は、いわゆる「公知技術の抗弁」を明文化したものであるが、従来からも中国の

実務上認められてきたものである。 
	 訴えられた特許権保護範囲に含まれる全ての技術特徴が、一つの先行技術の相応する技術特徴

と同一又は実質的な差異がない場合、人民法院は訴えられた権利侵害者が実施する技術が本条に

定める先行技術に該当すると認定しなければならない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律

適用の若干問題に関する解釈」14 条 1 項）。権利侵害を訴えられたデザインが一つの先行デザイ

ンと同一又は実質的な差異がない場合、人民法院は訴えられた権利侵害者が実施するデザインが

本条に定める先行デザインに該当すると認定しなければならない（同条 2 項）。	 

	 

公知技術の抗弁に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告李欣及

び北京燕赛流動検測設

備有限公司等が被告靖

江長安検測設備廠を訴

えた特許権侵害紛争事

件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】移動式車両検出ステーション用のセルフリフトアップ復

位機能を有するアプローチメカニズム 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2002）寧民三初字第 168 号 
【第一審判決日】2005 年 5 月 20 日 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】(2005)蘇民三終字第 0086 号 
【第二審判決日】2005 年 9 月 26 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】公知技術の抗弁が成立するためには 2 つの基本条件を満

たしていなければならない。第一に、先行技術が存在すること、第二に、

被疑侵害製品又は被疑侵害技術が当該先行技術と同一又は均等である

ことである。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、100 頁～

103 頁。 
【判決例 2】原告江蘇金

屋控制系統有限公司が

被告淮安市惠民汽車配

件製造有限公司及び牡

丹汽車股份有限公司を

訴えた特許権侵害紛争

事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】バスドア用の回転アームとドアの連接メカニズム 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2003）寧民三初字第 318 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（2005）蘇民三終字第 081 号 
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【第二審判決日】2005 年 9 月 7 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】公知技術の抗弁が成立する前提は、被疑侵害者の使用す

る技術が特許出願日前に公開ルートから知得した技術であることであ

る。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、103 頁～

107 頁。 
【判決例 3】原告王建新

が被告青島海爾厨房電

器有限公司及び南京新

街口百貨商店股份有限

公司を訴えた特許権侵

害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】一種のプラスチック複合合成床置き扇風機台座 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2004）寧民三初字第 88 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（2005）蘇民三終字第 048 号 
【第二審判決日】2005 年 6 月 14 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】公知技術の抗弁が成立するか否かを判断するときは、通

常、1 つの比較文書によって示される技術と被疑侵害物件に使用され

る技術とを単独で比較しなければならない。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、107 頁～

110 頁。 
【判決例 4】原告南京晶

昌科技有限公司が被告

海爾斯曼特科技実業有

限公司及び海爾斯曼特

科技実業有限公司機械

加工廠を訴えた特許権

侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】自動送り位置決め装置 
【第一審人民法院】江蘇省南京市中級人民法院 
【事件番号】（2005）寧民三初字第 9 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】江蘇省高級人民法院 
【事件番号】（2005）蘇民三終字第 0090 号 
【第二審判決日】2005 年 11 月 10 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】均等論を適用して特許権侵害の判定を行うときに、特許

の保護範囲を出願日にすでに存在していた技術にまで拡大することは

できない。本件では、均等を構成すると認定すれば、必然的に公知技
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術を本件特許の保護範囲に含めることになる。従って、公知技術を考

慮に入れて均等論の判断を行うことは、法律の規定に反しない。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、111 頁～

116 頁。 
【判決例 5】原告ストリ

クス社（Strix	 Limited）

が寧波聖利達電気製造

有限公司及び華普超市

有限公司を訴えた特許

権侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 
【特許名称】湯沸しプレートの感熱制御装置 
【第一審人民法院】北京市第二中級人民法院 
【事件番号】（2005）二中民初字第 13 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2006）高民終字第 571 号 
【第二審判決日】2006 年 7 月 20 日 
【再審人民法院】 高人民法院 
【事件番号】（2007）民三監字第 51-1 号 
【再審判決日】2008 年 4 月 9 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定したが、第二審及び再審

は権利侵害成立を否定した。 
【裁判要旨】公知技術の抗弁の適用においては、被疑侵害製品の、特許

権の保護範囲に該当すると訴えられた全ての技術的特徴が公開済の他

の先行技術案の相応の技術的特徴と同一又は同等であるか否かのみが

必要とされ、被疑侵害製品が特許権者の特許と同一であることを理由に

公知技術の抗弁の原則の適用を排除することはできない。 
【出典】北大法律信息網 

【判決例 6】原告北京東

方京寧建材科技有限公

司及び徐炎が北京鋭創

偉業房地産開発有限公

司、北京鋭創偉業科技発

展有限公司、北京叡達華

通化工材料技術有限責

任公司を訴えた特許権

侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 

【特許名称】硬質強化層の軽質発泡充填材  

【第一審】北京市第二中級人民法院 

【事件番号】（2008）二中民初字第 120 号 

【第一審判決日】2008年 6月 20日 

【第二審】北京市高級人民法院 

【事件番号】（2008）高民終字第 1163 号 

【第二審判決日】2008年 11月 20日 

【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を

維持した。 

【裁判要旨】被告が主張する公知技術が先行特許である場合には、公

知技術の範囲を正確に把握しなければならず、先行特許の請求項に開

示される技術案のみをもって公知技術としてはならない。実際に特許

請求の範囲、明細書及びその添付図面、実施例を含む当該先行特許の
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法律文書に開示された全ての技術案、さらには当該先行特許が出願及

び無効審査過程において開示された技術案は、いずれも公知技術を構

成する。 

【出典】中国知的財産権研究会特許委員会著「著名な特許事件の解読

（2）--20 件の特許紛争典型事例の評価分析」、知的財産権出版社、2011

年 4 月、119 頁～140 頁。 
【判決例 7】原告コーラ

ー（KOHLER）社が被告ブ

ラバット（上海）衛浴設

備有限公司等を訴えた

特許権侵害紛争事件	 

【特許種類】発明特許 

【特許名称】オーバーフロー付深型浴槽 

【第一審】北京市第二中級人民法院 

【事件番号】（2008）二中民初字第 13842 号 

【第一審判決日】2008年 12月 18日 

【第二審】北京市高級人民法院 

【事件番号】（2009）高民終字第 1553 号 

【第二審判決日】2009年 4月 16日 

【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を

維持した。 

【裁判要旨】公知技術の抗弁の成立のためには、必ずしも権利侵害で

訴えられた製品におけるいかなる技術的特徴も全て公知技術の中に存

在することは要しないのであり、特許権の侵害を訴えられた技術的特

徴が公知技術の中に存在しさえすればよい。つまり、権利侵害を訴え

られた製品が公知技術を使用していないことによってその公知技術の

抗弁の成立が妨げられるものではなく、それが権利侵害を訴えられた

技術的特徴が公知技術において相応の技術的特徴を見つけ出すことが

できさえすればよいのである。 

【出典】中国知的財産権研究会特許委員会著「特許名事件解読（2）--20

件の特許紛争典型事例の評価分析」、知的財産権出版社、2011 年 4 月、

204 頁～218 頁。 
【判決例 8】原告奥斯蘭

姆有限公司が被告上海

宏源照明電器有限公司

を訴えた特許権侵害紛

争事件	 

	 

【特許種類】発明特許 

【特許名称】高輝度無電極低圧光源 

【第一審】上海市第二中級人民法院 

【事件番号】（2005）滬二中民五（知）初字第 317 号 

【第一審判決日】不明 

【第二審】上海市高級人民法院 

【事件番号】（2009）滬高民三（知）終字第 53 号 

【第二審判決日】2010年 12月 15日 

【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を

維持した。 

【裁判要旨】係争特許が一部無効とされた後、かかる特許法の保護を
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受けない部分の技術は公共の範囲に該当し、公知技術となり、誰でも

自由に当該技術を実施することができる。公共の利益に基づき勘案す

ると、権利侵害で訴えられた製品は当該一部の技術的特徴と公知常識

とを簡単に結びつけて実行しており、事実上 2 つの公知技術が重なり

合っている。人民法院は、公共の利益を保護する目的から、権利侵害

を訴えられた製品が係争特許の侵害を構成しないと認定することがで

きる。 

【出典】中国知的財産権裁判文書網 
	 

（5）先使用の抗弁	 

	 

特許法 69 条 2 号によると、「特許出願日の前にすでに同一製品を製造し、同一の方法を使用し、

又は製造、使用に必要な準備をすでに整えており、かつ従前の範囲内において製造、使用を継続

する場合」は、特許権の侵害とみなされない。これは、「先使用権」についての規定である。 
訴えられた権利侵害者が非合法に取得した技術又はデザインについて先使用権の抗弁を主張す

る場合、人民法院は支持しない（「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関す

る解釈」15 条 1 項）。「発明創造の実施に必要な主要技術図面又は生産技術文書をすでに完成させ

ている場合」又は「発明創造に必要な主要設備又は原材料をすでに製造又は購入している場合」

のいずれかに該当するときは特許法 69 条 2 号に定める製造、使用に必要な準備をすでに整えて

いるものとされる（同条 2 項）。特許法 69 条 2 号に定める従前の範囲内には、特許出願日以前に

すでにある生産規模及び既存の生産設備を利用し、又は既存の生産準備に基づき達成することが

できる生産規模が含まれる（同条 3 項）。先使用権者が特許出願日後にすでに実施又は実施に必

要な準備を行った技術若しくはデザインについて譲渡又は他人への実施許諾を行い、訴えられた

権利侵害者が当該実施行為が従前の範囲での継続実施に該当すると主張する場合、人民法院は支

持しない。但し、技術又はデザインが従前の企業と共に譲渡又は承継された場合はこの限りでは

ない（同条 4 項）。 
	 

	 

先使用の抗弁に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告北京迅

普電子技術公司が被告

瀋陽栄達電子有限公司

及び北京金一倍科技発

展有限公司を訴えた特

許権侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】一種の小型プリンタラック 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】(2002)一中民初字第 3920 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2003）高民終字第 283 号 
【第二審判決日】2003 年 4 月 17 日 
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【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】「主張する側が立証責任を負う」という訴訟原則によれば、

被疑侵害者は、その先使用の抗弁の主張を証明する証拠を提出しなけれ

ばならない。被疑侵害者は、それが法により先使用権を有することを証

明するに足る有効な証拠を提供していなかったため、その先使用の抗弁

は成立しない。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、125 頁～

128 頁。 
【判決例 2】原告鎮江金

盛機械有限公司が被告

上海碩浦精密機械有限

公司を訴えた特許権侵

害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】スレッディング機のフィラメント切断機構、スレッディ

ング装置の注薬機構、スレッディング機のフッキング機構 
【第一審人民法院】上海市第一中級人民法院 
【事件番号】（2006）滬一中民五（知）初字第 22 号 
【第一審判決日】不明 
【第二審人民法院】上海市高級人民法院 
【事件番号】（2006）滬高民三（知）終字第 88 号 
【第二審判決日】2006 年 11 月 27 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を否定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】被疑侵害者が提供した農村信用合作社の入金票、増値税

専用領収書等の証拠は、日付がいずれも権利者の係争特許の特許権付

与日の後になっているが、先使用の成否の事実認定においては、係争

特許と同一の製品が実際に生産された時期を基準とすべきであって、

代金支払及び増値税専用領収書発行の日付を基準とするわけではな

い。 
【出典】①北大法律信息網、②陳勇、韓羽楓、喬平著「特許紛争新型典

型事例及び専門テーマ指導」、中国法制出版社、2009 年 4 月、131 頁～

134 頁。 
 
（6）間接侵害	 

	 

	 特許法 11 条 1 項は、「発明及び実用新案の特許権が付与された後は、本法に別途の規定がある

場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施することは

できない。すなわち、生産及び営業を目的としてその特許製品を製造し、使用し、販売を申し出、

販売し、輸入してはならず、その特許の方法を使用してはならず、また当該特許の方法により直

接得られた製品を使用し、販売を申し出、販売し、輸入してはならない。」と規定している。また、
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同条 2 項は、「意匠の特許権が付与された後は、いかなる単位又は個人も特許権者の許諾を得な

ければ、その特許を実施することはできない。 すなわち、生産及び営業を目的として、その意匠

特許製品を製造し、販売を申し出、販売し、輸入してはならない。」と規定している。	 

	 上記の各行為は、特許権の「直接侵害」行為に該当する。しかし、「直接侵害」だけを違法とす

るのでは特許権保護に不十分であることから、実務上、「間接侵害」についても特許権侵害に該当

するとされることがある。その法的根拠としては、特許法及び特許法の関連法令等には明文規定

がないが、「民法通則の全面的執行過程における若干の問題に関する意見（試行）」148 条の規定

が根拠になると考えられる。すなわち、同条は、「他人に権利侵害行為の実施を教唆し、又は幇助

した者は、共同権利侵害者であり、連帯民事責任を負わなければならない。民事行為無能力者に

権利侵害行為の実施を教唆し、又は幇助した者は、権利侵害者であり、民事責任を負わなければ

ならない。制限民事行為能力者に権利侵害行為の実施を教唆し、又は幇助した者は、共同権利侵

害者であり、主要な民事責任を負わなければならない。」と規定している。 
	 

間接侵害に係る判決例 

	 

【判決例 1】原告北京英

特莱特種紡績有限公司

が北京新辰陶磁繊維製

品公司を訴えた特許権

侵害紛争事件	 

【特許種類】実用新案特許 
【特許名称】全耐火繊維複合防火断熱シャッター 
【第一審人民法院】北京市第一中級人民法院 
【事件番号】（2002）一中民初字第 3255 号 
【第一審判決日】2003 年 3 月 7 日 
【第二審人民法院】北京市高級人民法院 
【事件番号】（2003）高民終字第 504 号 
【第二審判決日】2003 年 8 月 19 日 
【権利侵害認定】第一審は権利侵害成立を肯定し、第二審は原判決を維

持した。 
【裁判要旨】間接侵害の成立に関しては文言侵害を基礎とし、係争特

許の製品を製造することのみに用いられる半製品を、明らかにそれと

知りながら故意に製造した場合は、間接侵害を構成する。 
【出典】法律図書館網 

【判決例 2】原告深圳市

捷順科技実業股份有限

公司が被告浙江省東陽

市冠科建築智能工程有

限公司、上海饒興智能科

技有限公司、深圳市饒興

智能科技有限公司、深圳

市九鼎智能科技有限公

司を意匠特許権の侵害

で訴えた特許権侵害紛

争事件	 

【特許種類】意匠特許 

【特許名称】駐車場ゲート制御装置 

【第一審】南京市中級人民法院 

【事件番号】（2009）寧民三初字第 326 号 

【第一審判決日】2010年 5月 4日 

【第二審】江蘇省高級人民法院 

【事件番号】（2010）高民終字第 571 号 

【第二審判決日】2010年 9月 17日 

【権利侵害認定】第一審は、東陽公司の権利侵害成立のみを肯定した。
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	 第二審は、４被告による共同の権利侵害成立を肯定した。 

【裁判要旨】当該製品の外観部品を製造・販売した者が、明らかに購

入者が当該部品を特許製品の製造に用いることを知っており、かつ実

際に購入者が意匠特許製品を製造する行為をした場合には、共同で権

利侵害を構成する。意匠特許製品の製造には、完全に新しい製品を製

造する行為を含むのみならず、すでに意匠特許を包含する部品で特許

製品を組み立てる行為も含まれる。 

【出典】中国知的財産権研究会特許委員会著「特許名事件解読（2）--20

件の特許紛争典型事例の評価分析」、知的財産権出版社、2011 年 4 月、

233 頁～252 頁。 
	 

７	 損害論 

 

（1）損害賠償額の計算方法	 

 

2008 年に改正された特許法 65 条は、従前の損害賠償額の計算方法に関する規定について変更

を行った。即ち、2001 年 6 月 22 日に公布された「特許紛争事件の審理における法律適用問題に

関する若干の規定」（以下「若干規定」という）20 条、21 条及び 22 条に規定した計算方法を司

法解釈から法律のレベルに引き上げただけでなく、「Ａ	 権利者の遺失利益」→「Ｂ	 侵害者の得

た利益」→「Ｃ	 ロイヤリティの倍数」→「Ｄ	 人民法院の裁量による損害賠償金」の計算順序

を確定した。また、「Ｄ	 人民法院の裁量による損害賠償金」の範囲を「5,000 元以上 50 万元以

下」から「1 万元以上 100 万元以下」に引き上げ、権利者に対する保護を強化した。 
なお、関連する変数については、次のとおり設定することとする。	 

	 

特許製品の権利侵害により減少した販売量 Ｍ 

権利侵害製品の販売量 Ｍ´（実務上、Ｍ´の確定方法には、①鑑定、

権利者の証拠保全の申立により確定した量、②

行政機関が権利侵害者に対する行政処罰時に認

定した量、③権利侵害者が相反する証拠のない

状況においてその自らが言明した量が挙げられ

るが、これらに限られない。） 

特許製品単価 Ｐ 

権利侵害製品単価 Ｐ′ 

権利侵害製品の単位原価 Ｃ′ 

製品の通常の利益率 λ（例：業種協会の統計又は公表資料に記載さ

れた営業利益の利益率を使用してλ（ラムダ）

値を確定する。） 
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使用許諾契約において確定した使用許諾料 ｆ 

権利侵害行為を制止するための合理的支出 α 

 

特許法 65 条に基づく損害賠償額の計算方法 

 

権利者の販売量減少の総数が確定できるとき  ＝Ｍ×Ｐ×λ 

Ａ 

権利者の販売量減少の総数の確定が困難なとき ＝	 Ｍ′×Ｐ×λ 

                                                               

権利侵害者が権利侵害行	 ＝	 Ｍ′×(Ｐ′－Ｃ′)	 －関連費用・税金	 

為を業としていない場合 	 又は	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（その営業利益を計算）	 ＝  Ｍ′×Ｐ′×λ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 +α 

Ｂ                            	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

権利侵害者が完全に権利侵	 

害行為を業としている場合： =  Ｍ′×(Ｐ′－Ｃ′) 

        （その販売利益を計算） 

	 

Ｃ	 	 	 =ｆ×ｎ	 （ｎは合理的倍数とする） 

 

 

Ｄ	 	 	 1 万≦Ｄ≦100 万	 

 

 
（2）寄与度	 

	 

	 近時、下表の２つの事案のように、中国における外資系企業が中国国内企業から特許権侵害で

提訴され、巨額の損害賠償を命じられる判決が出てきており、注目を集めていた。これらの事案

において巨額の損害賠償が認められた要因の一つは、被侵害特許権の製品全体に対する「寄与度」

（貢献度）が考慮されていないことにあると考えられる。	 

	 

仏シュナイダー社の中国子会

社が敗訴した実用新案特許権

侵害事件	 

浙江省の温州市中級人民法院は、2007 年 9 月 29 日、仏シ

ュナイダー（Schneider）社の天津の中国子会社に対し、実

用新案特許権侵害を理由に、3.3 億人民元の損害賠償を命

じる一審判決を下した。その後、半額で和解した。	 

韓国サムソン社の中国子会社

が敗訴した発明特許権侵害事

件	 

浙江省の杭州市中級人民法院は、2008 年 12 月 19 日、韓国

サムソン社の深センの中国子会社に対し、発明特許権侵害

を理由に、5000万元の損害賠償を命じる一審判決を下した。	 
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そこで、2009 年 12 月 29 日に公布された「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若

干問題に関する解釈」は、非合理的な高額賠償に対する歯止めとなる規定を置いた（16 条）。即

ち、特許法 65 条 1 項の規定に従い権利侵害者が権利侵害により得た利益を確定するときは、権

利侵害者が特許権侵害行為により獲得した利益に限定しなければならない。他の権利により発生

した利益は、合理的に差し引かなければならない（16 条 1 項）。発明、実用新案特許権を侵害す

る製品が他の製品の部品である場合、当該部品自体の価値及びその完成品利益の実現における作

用等の要素に基づき、合理的に賠償金額を確定しなければならない（16 条 2 項）。意匠特許権を

侵害する製品が包装物である場合、包装物自体の価値及びその包装される製品の利益の実現にお

ける作用等の要素に基づき合理的に賠償金額を確定しなければならない（16 条 3 項）。	 

今後は、上記の規定により、合理的な賠償金額の算定を人民法院に求めていくケースが多くな

ると思われる。 
 
８	 和解と調解 

 

（1）「和解」と「調解」の概念	 

 

「和解」とは、当事者同士が協議して譲歩し、紛争解決の合意に至る場合を指す。訴訟外で当

事者同士が和解することもあれば、訴訟継続中又は判決が出されたが執行される前に当事者同士

で和解することもある。 
これに対して、「調解」とは、第三者が関与して当事者を和解させる場合をいう。裁判官が関与

する訴訟上の調解が典型例であるが、訴訟外で第三者が関与する調解もある。 
民事訴訟法 9 条によれば、人民法院が民事事件を審理する場合には、自由意思及び適法という

原則に基づいて調解を行わなければならない。調解が成立しなかった場合には、速やかに判決し

なければならない。同法には「調解」という章もあり、人民法院が可能な限り早い段階から調解

を試みなければならない（86 条）。調解は、審理終結後、判決言渡し前にも試みられ（128 条）、

控訴審でも試みられる（155 条）。 
この他、当事者の間で、訴訟中、訴訟後から執行開始前及び執行段階のいずれにおいても自ら

和解することができ（51 条、207 条）、合意した場合には、和解協議書を締結する。 
	 

（2）特許権侵害訴訟における和解と調解	 

	 

特許権侵害訴訟において、特許権者が勝訴した場合の人民法院の判決文は、「権利侵害の差止」

という抽象的な文言に止まり、具体的な禁止行為を列挙することは少ない。一部の人民法院の判

決において権利者の金型廃棄の訴訟請求が認められることもあるが、多くの場合、被疑侵害者に

対し権利侵害製品の廃棄や機器、設備の廃棄を判決において直接命じることはない。また、勝訴

判決の中で、被疑侵害者に対し係争特許の無効宣告請求を取り下げるよう命じることもできない。

これらのことは、判決文に記載してもらうことは困難であるが、当事者が合意すれば、和解協議

書に記載することは可能である。 

そもそも、特許権者が特許権侵害訴訟を提起する目的は、多くの場合、単に損害賠償の獲得だ
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けにあるのではなく、より重要なこととして、権利侵害者が将来再び特許権を侵害しないように

することである。そのため、特許権者としては、権利侵害者との間で和解を行い、権利侵害者に

無効宣告請求の取下げを要求し、権利侵害製品及び金型等を廃棄すること等を条件に損害賠償額

を適当に減免する方法を検討することもできる。 

以下のサンプルは、終審判決が出されてから執行までの前に、特許権者と被疑侵害者が締結し

た和解協議書の例である。 

 
和解協議書の例 

 

和解協議書	 

 
甲（原審原告）：A 株式会社 
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
法定代表者：○○○○ 
 
乙（原審被告）：B 有限公司 
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
法定代表者：○○ 
 
	 ○○○高級人民法院が 20○○年○○月○○日付けにて出した（20○○）高民終字第○○○○

号民事判決（以下「本件」という）において、乙の上訴を棄却し、原判決を維持することが 終

審として判決された。本件第一審判決（（20○○）二中民初字第○○○○号、以下「第一審判決」

という）によれば、乙は、権利侵害製品の生産及び販売を直ちに停止し、かつ 20○○年○○月

○○日までに甲に対し人民元＿＿＿＿元の特許侵害に係る損害賠償金及び第一審の訴訟費用人

民元＿＿＿＿元、合計人民元＿＿＿＿元を支払うべきである。 
 

以上に鑑み、ここに甲乙双方は、合意のうえ、権利侵害に係る損害賠償金、訴訟費用等の支払

及び権利侵害行為の停止等の関連事項について、和解に達し、かつ和解協議書（以下「本協議書」

という）を締結する。 
 
1	 生産販売及び許諾販売の停止  
1.1 乙は、甲の特許権を侵害した権利侵害製品 X 型及び Y 型の生産、販売を直ちに停止し、か

つその○○支店に、かかる 2 種類の型番の製品の販売を停止するよう命じ、かつ今後は権

利侵害製品を生産、販売しないことを保証させる。 
1.2 乙のホームページ及びインターネットショップに含まれる権利侵害製品の情報について、

乙は直ちに削除しなければならない。 
 
2	 廃棄  
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乙は、本協議書の締結日から○○日以内に、権利侵害製品の製造に用いる全ての専用金型を廃

棄し、在庫となっている権利侵害製品の製品及び半製品等を廃棄する。 
 
3	 損害賠償金等の支払  
3.1  乙は、本協議書の締結日から○○日以内に、甲が別途指定する銀行口座に損害賠償金及び

訴訟費用の合計金額人民元＿＿＿＿元を一括で支払う。 
3.2  上記の金額の為替レートは、送金日に中国人民銀行の公布した人民元対日本円の中間値に

よるものとする。送金に関する全ての費用は、乙が負担するものとする。 
 
4	 無効宣告請求の取下げ  
	 乙は、本協議書の締結日から○○日以内に、国家知識産権局専利復審委員会に対して、特許番

号○○○○○○の特許についての立件番号○○○○及び○○○○の無効無効宣告請求を取り下

げる。 
 
5	 秘密保持  

甲乙双方のいずれの一方も、本協議書及び本協議書の内容を秘密として保持し、相手方当事者

の同意を得ていない場合は、いかなる第三者に対しても開示、漏洩又は公開してはならない。 
 
6	 解除  
	 乙がかかる期間内に本協議書に定める義務を履行しなかった場合、甲は、書面により乙に本協

議書の解除を通知する権利を有し、かつ人民法院に第一審判決の強制執行を申し立てる権利を有

する。 
 
7	 準拠法  

本協議書の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決に関しては、全て中国法を適用する。 
 
8	 その他  

 
本協議書は甲、乙双方の授権代表が署名捺印した日より効力を生じる。甲、乙双方がそれぞれ

一部ずつ保有する。 
 
 
甲：A 株式会社（印） 乙：B 有限公司（印） 
 
法定代表者：○○○○（署名） 法定代表者：○○（署名） 
 
 
＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日 ＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日 
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９	 執行 

 

（1）総説	 

 

Ａ	 「執行難」	 

中国で特許権侵害者を提訴して損害賠償を命じる勝訴判決を獲得しても、当該侵害者から実際

に損害賠償金を支払わせることができなければ、意味がない。中国では、損害賠償金を支払わな

い者に対して強制執行手続をとっても、成功する率は低いといわれることがある（いわゆる「執

行難」問題）。実際、損害賠償金をほとんど回収できずに泣き寝入りせざるを得ないという事例

も少なくない。判決後かつ執行前に、特許権侵害者が、自己の財産を第三者に譲渡したとしても、

当該譲渡が当然に無効となるわけではない。 

「執行難」の問題を考えるときは、①めぼしい資産を持たない小規模の工場や個人を相手とす

る場合、②十分な資産や大規模な生産設備等を有する大企業を相手とする場合、③それらの中間

的な場合、の３つを区別して考えるべきである。まず、①の場合であるが、そもそもめぼしい資

産が無い相手方に対しては、いくら強制執行しようとしても、対象となる財産が無い以上、強制

執行が成功する可能性は皆無に近い。そこで、この場合は、損害賠償を獲得することよりも、将

来において特許権侵害行為が行われることを防止することに重点を置くこととなろう。これに対

して、②の場合は、相手方は十分な資産や大規模な生産設備等を有しており、しかも逃げ隠れす

ることも困難であるから、強制執行により債権回収を実現する可能性は比較的大きいといえる。

問題は③の場合、すなわち、全くめぼしい資産を持たないわけではないが、かといって十分な資

産や大規模な生産設備等を有するのでもなく、現在有する資産を隠匿されたり、逃げ隠れされて

しまうと、債権回収を実現することが極めて難しくなってしまうケースである。これについては、

様々な法的手段及を講じて強制執行により債権回収を実現する必要性が高いといえる。 
「執行難」の生じる原因としては、①中国ではもともと、通常の取引においてさえも、金をで

きるだけ払わずにすまそうとする文化（例えば「三角債」）があるため、損害賠償を命じる敗訴判

決を受けた場合にも、財産を他の場所に移したり名義を書き換える等により賠償せずにすませよ

うとする傾向があること、②他の債権者も債権回収に極めて熱心であるため、勝訴判決の執行の

段階では既に執行する財産が無くなっていることがあること、③判決の執行を行うのは財産所在

地の裁判所であるところ、場合によっては、当該地域の裁判所の職員が地元企業を保護する取扱

いをすることがあること等が考えられる。 
では、「執行難」問題を回避し、執行を確実にするためには、実務上どのような点に留意すれば

よいのであろうか。	 

もし、契約等の取引の相手方への対処ということであれば、契約締結時までに様々な方策（例

えば、担保を設定させること、代金を前払いさせること等）を講じておくことが可能であるが、

特許権侵害者のように契約関係や取引関係の無い相手方への対処としては、事前に上記のような

方策を講じておくということは、通常はあり得ない。そこで、一般的に、特許権侵害者に対する

執行を確実にするための実務上の留意点として、①勝訴判決受領後、できるだけ早く執行を申し

立てること、②そのためにあらかじめ被執行人の財産及び資産の状況を調査する等の準備をして
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おくこと、③執行を確実にするための方策の 1 つとして、「財産保全」を利用すること等が挙げら

れる。	 

 

Ｂ	 執行申立期間	 

2007 年改正前の民事訴訟法 219 条においては、当事者の一方が公民であれば執行申立期間は 1
年とされ、双方ともが法人又はその他の組織である場合には 6 ヶ月と規定されていた。かかる執

行申立期間は、一般に「除斥期間」とみなされ、停止、中断の規定は適用されなかった。民事訴

訟法 215 条では、全ての民事主体の執行申立期間が 2 年に統一され、判決に定める履行期間の

終日から起算し、権利侵害者に対し分割した履行期間を定めている場合には、所定の各履行期間

の 終の日から起算し、履行期間を定めていないときには判決書の効力発生日から起算し、かつ

訴訟時効の停止及び中断に関する規定を適用するものとされた。これにより、民事判決によって

発生した支払義務は本来備えていた債務の性質を取り戻し、執行申立期間については従来の除斥

期間から時効期間へと変更され、勝訴側の勝訴による利益がより保護されるようになった。 
 

Ｃ	 人民法院への申立	 

	 民事訴訟法 201 条、203 条及び 206 条の規定によれば、判決に定められた特許権侵害の賠償金

は、第一審人民法院が執行し（通常は、提訴地の中級人民法院）、執行される財産がその管轄地外

に所在する場合には、第一審人民法院と同級の財産所在地の人民法院に執行を委ねることができ

る（通常は、被疑侵害者の所在地の中級人民法院）。執行申立書を受け取った人民法院が受領した

日から 6 ヶ月を経過しても執行を行わない場合、執行申立人は、一級上の人民法院（すなわち、

高級人民法院）に執行を申し立てることができる。一級上の人民法院は、審査の上、原審人民法

院に対し一定期間内に執行するよう命じることができるほか、自ら執行し、又はその他の人民法

院に執行を命じることもできる。また、受託した人民法院が委託書を受け取った日から 15 日以

内になお執行しない場合には、委託した人民法院は、受託した人民法院の上級の人民法院（通常

は、被疑侵害者の所在する省の高級人民法院）に対し、受託人民法院に執行させる指令を行うよ

う請求することができる。 
 

Ｄ	 強制執行	 

	 民事訴訟法 203 条、212 条及び 216 条の規定によれば、判決の効力が生じた後、当事者は判決

書に定める履行期間内に自ら履行しなければならず、履行する側が履行を拒絶した場合には、相

手方当事者は人民法院に執行を申し立てることができる。このほか、法廷で判決が下された後に

裁判官が執行員に直接移送して、執行させることもできる。執行員は、執行申立書を受け取り、

又は執行書の移送、交付を受けた場合には、被執行人に対して執行通知書を発し、指定期間内に

履行するよう命じなければならず、期限を徒過してもなお履行しないときには、執行員が強制執

行措置を講じる。つまり、基本的に、執行申立手続が即、強制執行措置に繋がるわけではなく、

被執行人が執行通知書の執行を拒絶した場合にのみ、人民法院は強制執行措置を執る。但し、被

執行人が財産を隠匿し、又は移転するおそれがある場合には、執行員は直ちに強制執行措置を講

じることができる（2007 年改正時に民事訴訟法 216 条 2 項に新たに追加された規定）。 
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	 権利侵害に対する賠償金の執行の対象には、銀行口座、動産、不動産（土地使用権、建物所有

権）、第三者への債権等が含まれ、実務においてもしばしば利用されている。強制執行措置には、

執行の対象の違いに応じて封印、差押、凍結、競売、換金等の方式が含まれ、厳しい措置として

家屋の強制明渡し又は土地の強制退去等までも含まれる（226 条）。また、民事訴訟法はさらに出

国制限、信用情報システム記録及びメディアを通じた義務不履行情報の公表等の措置を新たに採

り入れ（第 231 条）、これらによって「執行難」の現状に歯止めをかけようとしている。	 

 

（2）執行申立フローチャート	 

	 

執行申立のフローチャートは、次のとおりである。 
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執行申立のフローチャート 

 

申立人 人民法院 被執行人

法　：民事訴訟法

釈A：民事訴訟法の適用に関する若干問題に
　　　ついての意見

釈B：人民法院の執行に関する若干問題に
　　　ついての規定（試行）

履行期間の
最終日から2年
以内に、第一審
法院又はこれと
同級の執行対
象財産所在地
の法院に執行を
申し立てる

（法212、法215）

執行中断、
中止の裁定
（法232）

通常、立件日
から6ヶ月以内
に執行完了
（釈B107）

執行終結の裁定
（法233）

法217～231

・期間内に
　履行しない
・財産の隠
　匿、移転の
　可能性が
　ある
　（法216、
　	 釈A254）

中断・中止
の消滅

執行通知を
被執行人に発送
（法216）

強制執行
の措置
（釈A254）

判決、裁定の確定

執行事件受理の要件
を満たしているか
（釈B18-Ⅰ）

申立後7日
以内に不受
理の裁定
（釈B18-Ⅱ）

・履行しない

NO

YES

申立後7日以内に
立件（釈B18-Ⅱ）
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（3）強制執行申立書の例	 

	 

強制執行申立書の例 

	 

強制執行申立書 

 
申立人：○○○○  
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
法定代表者：○○○ 
訴訟代理人：○○○	 	 	 	 	 	 	 ○○律師事務所	 律師 
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話：○○－○○○○○○○○ 
FAX：○○－○○○○○○○○ 

 
被申立人：○○○○  
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
電話：○○－○○○○○○○○ 
 
申立事項  

①	 判決主文に記載された内容の強制執行 
②	 執行費用は被申立人が負担する 

 
事実及び理由  

①	 確定判決を下した人民法院 
確定判決の番号 
確定判決の日付 

② 判決主文 
被申立人は、20○○年○○月○○日までに申立人に対し人民元＿＿＿＿元の損害賠償金及

び第一審の訴訟費用人民元＿＿＿＿元、合計人民元＿＿＿＿元を支払え。 
③ 被申立人は期限を過ぎても履行しておらず、強制執行を求める。 
④ 執行財産に関する情報 

申立人は 20○○年○○月○○日に貴人民法院に対して被申立人に対する財産保全の措置

を申立てました。貴人民法院は 20○○年○○月○○日に（20○○）○民初字第○○○字民

事裁定書により、申立人の○○銀行の人民元口座（人民元＿＿＿＿元があり）を凍結しまし

た。従って、上記の判決書により当該口座から合計人民元＿＿＿＿元の送金を申し立てます。 
 

以上 
 



 171 

○○○○○中級人民法院	 御中  
 

申立人：○○○○	 株式会社（公印） 
 

訴訟代理人：	 律師	 ○○○ 
 

20○○年○○月○○日 
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資料編	 

 

資料１	 民事訴訟法（和訳）	 
（全国人民代表大会1991年4月9日制定、同日公布、同日施行。全国人民代表大会常務委員会2007年10月28日改正、

同日公布、2008年4月1日施行）	 

	 

第1編	 総則	 

第1章	 任務、適用範囲及び基本原則	 

第1条（制定根拠）	 

中華人民共和国民事訴訟法は、憲法を根拠とし、我が国の民事裁判の経験及び実情を結合して制定する。	 

	 

第2条（任務）	 

中華人民共和国民事訴訟法の任務は、当事者が訴訟上の権利を行使することを保護し、人民法院が事実を調査

の上明らかにし、是非を明白にし、法律を正しく適用し、速やかに民事事件を審理し、民事上の権利義務関係を

確認し、民事上の違法行為を制裁し、当事者の適法な権益を保護し、公民が自覚をもって法律を遵守するよう教

育し、社会秩序及び経済秩序を維持保護し、社会主義建設事業の順調な進行を保障することである。	 

	 

第3条（適用範囲）	 

人民法院は、公民相互間、法人相互間、その他の組織相互間及びこれらのもの相互間の財産関係及び身分関係

により提起される民事訴訟を受理し、本法の規定を適用する。	 

	 

第4条（適用領域）	 

中華人民共和国の領域内で民事訴訟を行う場合には、全て本法を遵守しなければならない。	 

	 

第5条（外国人の訴訟上の地位）	 

外国人、無国籍者、外国企業及び組織が人民法院において訴訟を提起し、又は応訴する場合には、中華人民共

和国の公民、法人及びその他の組織と同等の訴訟上の権利義務を有する。	 

外国の裁判所が中華人民共和国の公民、法人及びその他の組織の民事訴訟上の権利に対して制限を加えている

場合には、中華人民共和国の人民法院は、当該国の公民、企業及び組織の民事訴訟上の権利について対等の原則

を実行する。	 

	 

第6条（裁判権）	 

民事事件の裁判権は、人民法院が行使する。	 

人民法院は、法律の規定に従い、民事事件について独立して裁判を行い、行政機関、社会団体及び個人の干渉

を受けない。	 

	 

第7条（審理の原則）	 
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人民法院が民事事件を審理する場合には、事実を根拠とし、かつ法律に準拠しなければならない。	 

	 

第8条（訴訟上の権利の平等性）	 

民事訴訟の当事者は、平等の訴訟上の権利を有する。人民法院が民事事件を審理する場合には、当事者が訴訟

上の権利を行使することを保障し、便宜を与え、かつ当事者に対する法律の適用においては、一律に平等でなけ

ればならない。	 

	 

第9条（調解）	 

人民法院が民事事件を審理する場合には、自由意思及び適法という原則に基づいて調解（原文のまま）11を行わ

なければならない。調解が成立しなかった場合には、速やかに判決しなければならない。	 

	 

第10条（公開裁判、二審制）	 

人民法院が民事事件を審理する場合には、法律の規定により合議、忌避、公開裁判と二審終審制度を実行する。	 

	 

第11条（自民族の言語文字使用の原則）	 

各民族の公民は、全て当該民族の言語及び文字を用いて民事訴訟を行う権利を有する。	 

少数民族が集合して居住し、又は多民族が共同して居住する地区においては、人民法院は、当該地の民族に通

用する言語及び文字を用いて審理を行い、かつ法律文書を公布しなければならない。	 

人民法院は、当該地の民族に通用する言語及び文字に通じない訴訟参加人に対しては、通訳を付けなければな

らない。	 

	 

第12条（弁論を行う権利）	 

人民法院が民事事件を審理する場合には、当事者は弁論を行う権利を有する。	 

	 

第13条（処分権主義）	 

当事者は、法律に定める範囲において、自己の民事上の権利及び訴訟上の権利を処分する権利を有する。	 

	 

第14条（検察院による監督）	 

人民検察院は、民事裁判活動に対して法的監督を行う権限を有する。	 

	 

第15条（提訴に対する支持）	 

機関、社会団体又は企業・事業単位は、国、集団又は個人の民事上の権益に損害を与えた行為に対し、損害を

受けた単位又は個人が、人民法院に対して訴訟を提起することを支持することができる。	 

	 

第16条（人民調解委員会）	 

人民調解委員会は、基層人民政府及び基層人民法院の指導の下に、民間の紛争を調解する大衆組織である。	 

                                                   
11 訳注：本法の原文は、「調解」と「和解」を使い分けている。翻訳における混乱を避けるために、中国語の「調

解」は「調解」と、中国語の「和解」は「和解」と原文のまま翻訳することとした。 
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人民調解委員会は、法律の規定により、自由意思の原則に基づいて、調解を行う。当事者は、調解により成立

した合意を履行しなければならない。調解を望まず、調解が成立せず、又は調解に意を翻した場合には、人民法

院に対して訴訟を提起することができる。	 

人民調解委員会が民間の紛争を調解する場合に、法律に違反したときは、人民法院は、これを是正しなければ

ならない。	 

	 

第17条（民族自治地方の変更補充規定）	 

民族自治地方の人民代表大会は、憲法及び本法の原則に基づき、当該地の民族の具体的状況を考慮し、変更又

は補充の規定を制定することができる。自治区の規定は、全国人民代表大会常務委員会に承認を求めるものとす

る。自治州、自治県の規定は、省又は自治区の人民代表大会常務委員会に承認を求め、かつ全国人民代表大会常

務委員会に届け出る。	 

	 

第2章	 管轄	 

第1節	 審級管轄	 

第18条（基層人民法院の管轄権）	 

基層人民法院は、第一審の民事事件を管轄する。但し、本法に別段の定めがある場合を除く。	 

	 

第19条（中級人民法院の管轄権）	 

中級人民法院は次の各号に掲げる第一審の民事事件を管轄する。	 

⑴重大な渉外事件	 

⑵当該管轄区内において重大な影響を及ぼす事件	 

⑶ 高人民法院が中級人民法院の管轄によることと確定した事件	 

	 

第20条（高級人民法院の管轄権）	 

高級人民法院は、当該管轄区内において重大な影響を及ぼす第一審の民事事件を管轄する。	 

	 

第21条（ 高人民法院の管轄権）	 

高人民法院は、次の各号に掲げる第一審の民事事件を管轄する。	 

⑴全国的に重大な影響を及ぼす事件	 

⑵ 高人民法院が自ら審理すべきであると認定した事件	 

	 

第2節	 地域管轄	 

第22条（普通裁判籍）	 

公民に対して提起される民事訴訟は、被告の住所地の人民法院が管轄する。被告の住所地と経常的居住地が一

致しない場合には、経常的居住地の人民法院が管轄する。	 

法人又はその他の組織に対して提起された民事訴訟は、被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

同一の訴訟の複数の被告の住所地又は経常的居住地が2つ以上の人民法院の管轄区にある場合には、当該各人民

法院は、全て管轄権を有する。	 
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第23条（普通裁判籍の特別規定）	 

次の各号に掲げる民事訴訟は、原告の住所地の人民法院が管轄する。原告の住所地と経常的居住地とが一致し

ない場合には、原告の経常的居住地の人民法院が管轄する。	 

⑴中華人民共和国の領域内に居住していない者に対して提起される身分関係に関する訴訟	 

⑵行方が不明であり、又は失踪を宣告された者に対して提起される身分関係に関する訴訟	 

⑶労働教育を受けている者に対して提起される訴訟	 

⑷服役中の者に対して提起される訴訟	 

	 

第24条（契約紛争の管轄）	 

契約紛争について提起される訴訟は、被告の住所地又は契約履行地の人民法院が管轄する。	 

	 

第25条（合意管轄）	 

契約の当事者双方は、書面による契約において被告の住所地、契約履行地、契約締結地、原告の住所地、目的

物の所在地の人民法院の管轄を協議して選択することができる。但し、本法の審級管轄及び専属管轄についての

規定に違反してはならない。	 

	 

第26条（保険契約紛争の管轄）	 

保険契約に係る紛争について提起される訴訟は、被告の住所地又は保険目的物の所在地の人民法院が管轄する。	 

	 

第27条（手形紛争の管轄）	 

手形に係わる紛争について提起される訴訟は、手形支払地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

	 

第28条（運送契約紛争の管轄）	 

鉄道運送、道路運送、水上運送、航空運送及び連絡運送契約に係る紛争について提起される訴訟は、運送の開

始地、目的地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

	 

第29条（不法行為訴訟の管轄）	 

不法行為について提起される訴訟は、不法行為の実施地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

	 

第30条（交通事故損害賠償訴訟の管轄）	 

鉄道事故、道路事故、水上事故及び航空事故の損害賠償請求について提起される訴訟は、事故発生地、又は車

両、船舶が 初に到達する場所、航空機が 初に降下する場所又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

	 

第31条（海事損害賠償訴訟の管轄）	 

船舶の衝突その他の海事損害事故の損害賠償請求について提起される訴訟は、衝突発生地、衝突船舶が 初に

到達する場所、加害船舶が差し押さえられる場所、又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 
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第32条（海難救助費用紛争の管轄）	 

海難救助費用について提起される訴訟は、救助地、又は被救助船舶が 初に到達する場所の人民法院が管轄す

る。	 

	 

第33条（共同海損訴訟の管轄）	 

共同海損について提起される訴訟は、船舶が 初に到達する場所、共同海損清算の場所又は航程終了地の人民

法院が管轄する。	 

	 

第34条（専属管轄）	 

次の各号に掲げる事件は、本条に規定する人民法院の専属管轄とする。	 

⑴不動産に係る紛争について提起される訴訟は、不動産所在地の人民法院が管轄する。	 

⑵港湾作業中において発生した紛争について提起される訴訟は、港湾所在地の人民法院が管轄する。	 

⑶相続財産に係る紛争について提起される訴訟は、被相続人の死亡時の住所地又は主要な遺産の所在地の人民法

院が管轄する。	 

	 

第35条（複数の人民法院が管轄権を有する場合）	 

2つ以上の人民法院が共に管轄権を有する訴訟については、原告は、その中の1つの人民法院に対し訴訟を提起

することができる。原告が2つ以上の管轄権を有する人民法院に対して訴訟を提起した場合には、 初に立件した

人民法院が管轄する。	 

	 

第3節	 移送管轄及び指定管轄	 

第36条（管轄違いに基づく移送）	 

人民法院は、受理した事件がその人民法院の管轄に属するものでないことを発見した場合には、管轄権を有す

る人民法院に移送しなければならず、移送を受けた人民法院は受理しなければならない。移送を受けた人民法院

が、移送を受けた事件が規定によりその人民法院の管轄に属するものでないと認めた場合には、上級の人民法院

に管轄の指定を申請しなければならず、自ら重ねて移送してはならない。	 

	 

第37条（管轄の指定）	 

管轄権を有する人民法院が、特別の事由によって、管轄権を行使することができない場合には、上級の人民法

院が管轄を指定する。	 

人民法院相互間において、管轄権に起因して紛争が発生した場合には、紛争の当事者双方が協議して解決する。

協議により解決することができない場合には、それらに共通する上級の人民法院に管轄の指定を申請する。	 

	 

第38条（管轄権に関する異議）	 

人民法院が事件を受理した後に、当事者が、管轄権について異議を有する場合には、答弁書を提出する期間内

に異議を提出しなければならない。人民法院は、当事者が提出した異議について、審査しなければならない。異

議が成立する場合には管轄権を有する人民法院に事件を移送する旨を裁定し、異議が成立しない場合には却下す

る旨を裁定する。	 
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第39条（管轄権の移管）	 

上級の人民法院は、下級の人民法院が管轄する第一審の民事事件を審理する権限を有し、また当該人民法院が

管轄する第一審民事事件を下級人民法院に委ねて審理させることもできる。	 

下級の人民法院は、その人民法院が管轄する第一審の民事事件について、上級の人民法院の審理が必要である

と認める場合には、上級の人民法院に審理を申請することができる。	 

	 

第3章	 裁判組織	 

第40条（第一審事件の審理構成）	 

人民法院が第一審の民事事件を審理する場合には、裁判官及び陪審員が共同して合議廷を構成し、又は裁判官

により合議廷を構成する。合議廷の構成員数は、奇数でなければならない。	 

簡易手続による審理が適用される民事事件は、1名の裁判官が単独で審理を担当する。	 

陪審員が陪審の職務を執行するときは、裁判官と同等の権利及び義務を有する。	 

	 

第41条（第二審事件・差戻し事件・再審事件の審理構成）	 

人民法院が第二審の民事事件を審理する場合には、裁判官により合議廷を構成する。合議廷の構成人数は、奇

数でなければならない。	 

差し戻された事件については、原審人民法院は、第一審手続に従って、別に合議廷を構成しなければならない。	 

再審事件を審理する場合において、元来が第一審であった場合には、第一審の手続に従って、別に合議廷を構

成する。元来が第二審であった場合又は上級の人民法院が下級人民法院の事件を自ら審理した場合には、第二審

手続に従って、別に合議廷を構成する。	 

	 

第42条（合議廷裁判長）	 

合議廷の裁判長は、院長又は廷長が1名の裁判官を指名して担当させる。院長又は廷長が裁判に参加する場合に

は、院長又は廷長がこれを担当する。	 

	 

第43条（合議廷評議事件の活動原則）	 

合議廷が事件を評議する場合には、少数が多数に従う原則を実行する。評議については、記録を作成し、合議

廷の構成員が署名しなければならない。評議における異なった意見は、事実に従って記録に記入しなければなら

ない。	 

	 

第44条（裁判人員の義務）	 

裁判人員は、法により、公平に事件を取り扱わなければならない。	 

裁判人員は、当事者及びその訴訟代理人の接待を受け、又は謝礼を受け取ってはならない。	 

裁判人員に汚職・収賄行為、私利を図る行為又は法を曲げて裁判をする行為のある場合には、法的責任を追及

しなければならない。犯罪を構成する場合には、法に従い刑事責任を追及する。	 

	 

第4章	 忌避	 
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第45条（回避及び忌避）	 

裁判人員は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、自ら回避しなければならず、当事者は、

口頭又は書面により、当該裁判人員の忌避を申し立てる権利を有する。	 

⑴事件の当事者であり、又は当事者もしくは訴訟代理人の近親者であるとき	 

⑵事件と利害関係を有するとき	 

⑶事件の当事者とその他の関係を有し、事件の公正な審理に影響を及ぼすおそれのあるとき	 

前項の規定は、書記、通訳、鑑定人及び検証人に適用する。	 

	 

第46条（忌避の申立）	 

当事者が忌避の申立を提出する場合には、理由を説明し、事件につき審理が開始される時に提出しなければな

らない。事件の審理が開始された後に忌避事由を知った場合には、法廷における弁論が終結する前に提出するこ

とができる。	 

忌避を申し立てられた者は、人民法院が忌避させるかどうかを決定するまで、当該事件の業務への関与を暫定

的に停止しなければならない。但し、事件が緊急措置を行う必要がある場合はこの限りではない。	 

	 

第47条（忌避の決定）	 

院長が裁判長を担当する場合における忌避は、審判委員会が決定する。裁判人員の忌避は、院長が決定する。

その他の人員の忌避は、裁判長が決定する。	 

	 

第48条（忌避申立の決定期限及び不服申立）	 

人民法院は、当事者の提出した忌避申立に対して、申立の提出された3日以内に、口頭又は書面により決定を下

さなければならない。申請人が決定に対して不服がある場合には、決定を受け取る時に、不服審査を1回申し立て

ることができる。不服審査期間においては、忌避を申し立てられた者は、その事件の業務への関与を停止しない。

人民法院は、不服申立について、3日以内に不服審査決定を下し、かつ不服審査申立人に通知しなければならない。	 

	 

第5章	 訴訟参加人	 

第1節当事者	 

第49条（当事者の範囲）	 

公民、法人及びその他の組織は、民事訴訟の当事者となることができる。	 

法人は、その法定代表者が訴訟を行う。その他の組織は、その主たる責任者が訴訟を行う。	 

	 

第50条（当事者の訴訟上の権利義務）	 

当事者は、代理人に委任して、忌避申立を提出し、証拠を収集し、提供し、弁論を行い、調解を請求し、上訴

を提起し、かつ執行を申し立てる権利を有する。	 

当事者は、事件に関する資料を調査し、閲覧し、かつ事件に関する資料及び法律文書を複製することができる。

事件に関する資料を調査し、閲覧し、並びに複製する範囲と規則は、 高人民法院が定める。	 

当事者は、法により訴訟上の権利を行使し、訴訟にかかわる秩序を遵守し、法的効力の生じた判決書、裁定書

及び調解書を履行しなければならない。	 
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第51条（和解）	 

当事者双方は、自ら和解することができる。	 

	 

第52条（当事者の訴訟上の権利の処分）	 

原告は、訴訟上の請求を放棄し、又は変更することができる。被告は、訴訟上の請求を認諾し、又は反駁する

ことができ、反訴を提起する権利を有する。	 

	 

第53条（共同訴訟）	 

当事者の一方又は双方が2名以上である場合において、その訴訟の目的物が共同であり、又は訴訟の目的物が同

一の種類であり、人民法院が併合審理することができると認め、かつ当事者の同意を得たときには、共同訴訟と

する。	 

共同訴訟の一方の当事者が訴訟の目的物に対して共同の権利及び義務を有する場合には、そのうちの1名の訴訟

行為は、その他の共同訴訟人の承認を得て、他の共同訴訟人に対して効力を生ずる。訴訟の目的物に対して共同

の権利及び義務を有しない場合には、そのうちの1名の訴訟行為は、その他の共同訴訟人に対して効力を生じない。	 

	 

第54条（代表者による訴訟行為）	 

当事者の一方の人数が多い共同訴訟は、当事者が代表者を選任して訴訟を行うことができる。代表者の訴訟行

為は、その者が代表する当事者に対して効力を生ずる。但し、代表者は、訴訟上の請求を変更し、もしくは放棄

するとき、又は相手方当事者の訴訟上の請求を認諾し、又は和解する場合には、代表される当事者の同意を得な

ければならない。	 

	 

第55条（集団訴訟）	 

訴訟の目的物が同一の種類であり、当事者の一方の人数が多く、訴訟を提起する時に、人数がなお確定されて

いない場合には、人民法院は、公告を発し、事件の状況及び訴訟上の請求について説明し、権利者に一定の期間

内に人民法院に登記するよう通知することができる。	 

人民法院に登記する権利者は、代表者を選任して訴訟を行うことができる。代表者を選任することができない

場合には、人民法院は、登記に参加した権利者と協議して代表者を確定することができる。	 

代表者の訴訟行為はその者が代表する当事者に対して効力を生ずる。但し、代表者は、訴訟上の請求を変更し、

もしくは放棄する場合、又は相手方当事者の訴訟上の請求を認諾し、和解する場合には、代表される当事者の同

意を得なければならない。	 

人民法院が下す判決及び裁定は、登記に参加した権利者全員に対して効力を生ずる。登記に参加していない権

利者が訴訟時効期間内に訴訟を提起した場合には、その判決及び裁定を適用する。	 

	 

第56条（第三者による訴訟提起・訴訟参加）	 

第三者が、当事者双方の訴訟の目的物について独立請求権を有すると認める場合には、訴訟を提起する権利を

有する。	 

当事者双方の訴訟の目的物について、第三者が独立請求権を有しないが、事件の処理結果がその者と法律上の
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利害関係を有する場合には、その第三者は、訴訟参加を申し立てることができ、又は人民法院がその第三者に訴

訟参加するよう通知する。人民法院が民事責任を負う旨の判決をした第三者は、当事者としての訴訟上の権利及

び義務を有する。	 

	 

第2節	 訴訟代理人	 

第57条（法定代理人による訴訟代理）	 

訴訟行為無能力者は、後見人が法定代理人として訴訟を代理する。決定代理人が互いに代理責任を転嫁する場

合には、人民法院がそのうちの1名を指定して訴訟を代理させる。	 

	 

第58条（訴訟代理人への委任）	 

当事者及び法定代理人は、1名又は2名の訴訟代理人を委任することができる。	 

弁護士、当事者の近親者、関係社会団体又は所属単位が推薦する者、人民法院が許可するその他の公民は、い

ずれも訴訟代理人として委任されることができる。	 

	 

第59条（授権委任状）	 

他人に委任して訴訟を代理させる場合には、人民法院に対して、委任者が署名し、又は押印した授権委任状を

提出しなければならない。	 

授権委任状には、委任事項及び権限を明記しなければならない。訴訟代理人が訴訟上の請求の認諾、放棄又は

変更、和解、反訴又は上訴の提起をする場合には、委任者の特別の授権を得ることを必要とする。	 

国外に居住する中華人民共和国の公民が国外から送付し、又は委託交付する授権委任状は、その国に駐在する

中華人民共和国の大使館又は領事館の証明を得なければならない。大使館又は領事館がない場合には、当該国に

駐在する中華人民共和国と外交関係を有する第三国の大使館又は領事館の証明を得て、さらに当該第三国に駐在

する中華人民共和国の大使館又は領事館に転送しての証明、又は当該地の愛国華僑団体の証明を得なければなら

ない。	 

	 

第60条（訴訟代理権の変更及び解除）	 

訴訟代理人の権限の変更又は解除は、当事者が書面により人民法院に告知し、かつ人民法院が相手方当事者に

通知しなければならない。	 

	 

第61条（訴訟代理人の権限）	 

訴訟を代理する弁護士及びその他の訴訟代理人は、証拠を調査し、収集する権利を有し、かつ事件に関する資

料を調査、閲覧することができる。事件に関する資料を調査、閲覧する範囲及び規則は、 高人民法院が定める。	 

	 

第62条（離婚事件における本人の出廷義務）	 

離婚事件においては、訴訟代理人がいる場合にも、本人は、意思を表示することができない場合を除き、出廷

しなければならない。明らかに特別の事情により出廷することができないときは、人民法院に対して書面による

意見を提出しなければならない。	 

	 



 181 

第6章	 証拠	 

第63条（証拠の種類）	 

証拠には、次の各号に掲げるものが含まれる。	 

⑴書証	 

⑵物証	 

⑶視聴覚資料	 

⑷証人の証言	 

⑸当事者の陳述	 

⑹鑑定結果	 

⑺検証記録	 

以上の証拠は、証拠調べを経て真実であることを確かめたものに限り、事実認定の根拠とすることができる。	 

	 

第64条（証拠提出責任）	 

当事者は、自己の行った主張について、証拠を提出する責任を負う。	 

当事者及びその訴訟代理人が客観的事由により自ら収集することができない証拠、又は人民法院が事件の審理

に必要であると認める証拠については、人民法院が、調査し、収集しなければならない。	 

人民法院は、法の定める手続に従って、証拠を全面的かつ客観的に審査し、事実と照合しなければならない。	 

	 

第65条（職権による証拠収集）	 

人民法院は、関係単位及び個人に対して、調査し証拠を取得する権限を有し、関係単位と個人は、これを拒絶

してはならない。	 

人民法院は、関係単位及び個人が提出した証明文書について、真偽を判別し、その効力を審査して確定しなけ

ればならない。	 

	 

第66条（証拠に対する質疑）	 

証拠は、法廷において呈示しなければならず、かつ当事者が相互に証拠に対する質疑をしなければならない。

国家秘密、営業秘密及び個人のプライバシ－に関わる証拠については、秘密を保持しなければならず、法廷にお

いて呈示しなければならない場合には、公開の法廷で呈示してはならない。	 

	 

第67条（公証証拠）	 

法の定める手続を経て公証証明された法律行為、法律事実及び文書については、人民法院は、事実を認定する

根拠としなければならない。但し、公証証明を覆すに足りる反証のある場合は、この限りでない。	 

	 

第68条（書証及び物証）	 

書証は、原本を提出しなければならない。物証は、原物を提出しなければならない。原本又は原物を提出する

ことが明らかに困難である場合には、複製品、写真、副本又は抄本を提出することができる。	 

外国語による書証を提出するときは、中国語の訳文を添付しなければならない。	 
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第69条（視聴覚資料）	 

人民法院は、視聴覚資料について、真偽を判別し、かつ当該事件のその他の証拠と結合して、事実認定の根拠

とすることができる否かを審査して確定しなければならない。	 

	 

第70条（証人の証言）	 

事件の状況を知る単位及び個人は、いずれも出廷して証言する義務を有する。関係単位の責任者は、証人が証

言することを支持しなければならない。証人が明らかに困難な理由があり、出廷することができない場合には、

人民法院の許可を得て、書面による証言を提出することができる。	 

意思を正確に表明することができない者は、証言をすることができない。	 

	 

第71条（当事者の陳述）	 

人民法院は、当事者の陳述について、当該事件のその他の証拠と結合して、事実認定の根拠とすることができ

るか否かを審査して確定しなければならない。	 

当事者の陳述の拒絶は、人民法院が証拠に基づいて事件にかかわる事実を認定することに影響を及ぼさない。	 

	 

第72条（鑑定）	 

人民法院は、専門的問題について鑑定を必要とすると認める場合には、法の定める鑑定部門に委ねて鑑定させ

なければならない。法定の鑑定部門がない場合には、人民法院が指定する鑑定部門が鑑定する。	 

鑑定部門及びその指定する鑑定人は、鑑定に必要な事件の資料を調査する権利を有し、必要な場合には、当事

者及び証人を尋問することができる。	 

鑑定部門及び鑑定人は、書面により鑑定結果を提出し、鑑定書に署名し、又は押印しなければならない。鑑定

人の鑑定には、鑑定人の所属する単位が押印し、鑑定人の身分を証明しなければならない。	 

	 

第73条（検証）	 

物証又は現場を検証する場合には、検証人は、人民法院の身分証明書を呈示し、かつ当該地の基層組織又は当

事者が所属する単位に対して人員を派遣して参加するよう要請しなければならない。当事者又はその成人の家族

は、現場に立ち会わなければならず、立ち会うことを拒絶した場合も、検証の実施に影響を及ぼさない。	 

関係単位及び個人は、人民法院の通知に基づき、現場を保存し、検証作業に協力する義務を負う。	 

検証人は、検証の状況と結果について記録を作成し、検証人、当事者及び要請された参加者が署名し、又は押

印しなければならない。	 

	 

第74条（証拠保全）	 

証拠が滅失し、又はその後において取得するのが困難となるおそれのある状況の下においては、訴訟参加人は、

人民法院に証拠の保全を申し立てることができ、人民法院も、自ら保全措置を執ることができる。	 

	 

第7章	 期間、送達	 

第1節	 期間	 

第75条（期間の計算）	 
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期間は、法定期間及び人民法院が指定する期間を含む。	 

期間は、時、日、月及び年をもって計算する。期間開始の時と日は期間に算入しない。	 

期間満了の末日が祝祭日又は休日であるとき、祝祭日又は休日の翌日を期間満了の日とする。	 

期間には、郵送途中の時間を含まない。訴訟の文書が期間満了前に郵送に付された場合には、期間を過ぎたも

のとはみなさない。	 

	 

第76条（期間の徒過及び順延）	 

当事者が不可抗力その他正当な理由により期間を徒過した場合には、障害が解消した後10日以内に、期限の順

延を申し立てることができ、許可するか否かは、人民法院が決定する。	 

	 

第2節	 送達	 

第77条（送達受領証）	 

訴訟文書を送達するときには、送達受領証を作り、送達を受ける者が送達受領証に受領日を明記し、署名又は

押印をしなければならない。	 

送達を受ける者が送達受領証に受領の署名をした日を送達の日とする。	 

	 

第78条（直接送達）	 

訴訟文書の送達は、送達を受ける者に直接送達しなければならない。送達を受ける者が公民である場合、本人

が不在であるときは、その者と同居する成人の家族に署名受領させる。送達を受ける者が法人又はその他の組織

である場合には、法人の法定代表者、その他の組織の主たる責任者又は法人又は組織の書類受取を担当する者が

署名し、受け取らなければならない。送達を受ける者に訴訟代理人がある場合には、その代理人に送付して、署

名させて受け取らせることができる。送達を受ける者がすでに人民法院に対して受取代理人を指定している場合

には、受取代理人に送付して署名させて受け取らせる。	 

送達を受ける者と同居する成人の家族、法人又はその他の組織の送付書類の受取担当者、訴訟代理人又は受取

代理人が送達受領証に受領の署名をした日を送達日とする。	 

	 

第79条（差置送達）	 

送達を受ける者又はその者と同居する成人家族が訴訟文書の受取を拒絶した場合には、送達人は、関係基層組

織又は所属する単位の代表に立ち会うよう要請し、状況を説明し、送達受領証に受領拒絶事由と年月日を明記し

なければならない。送達人及び立会人が署名又は押印し、訴訟文書を送達を受ける者の住所に差し置いた場合に

は、送達したものとみなす。	 

	 

第80条（委託送達及び付郵便送達）	 

訴訟文書の直接送達が困難な場合は、他の人民法院に委託して、代理送達させ、又は郵便に付して送達するこ

とができる。郵便に付して送達する場合には、配達証明書に明記された受領日を送達の日とする。	 

	 

第81条（軍人への送達）	 

送達を受ける者が軍人である場合は、その者の所属する部隊の連隊以上の単位の政治機関を通じて交付する。	 
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第82条（在監者及び労働教育処分中の者への送達）	 

送達を受ける者が在監中である場合は、その者の所在する監獄又は労働改造単位を通じて交付する。	 

送達を受ける者が労働教育中である場合は、その者の所在する労働教育単位を通じて交付する。	 

	 

第83条（送達受領の手続）	 

代理して交付を受けた機関及び単位は、訴訟文書を受け取った後に、直ちに送達を受ける者に受領署名をさせ

なければならず、送達受領証における受取の署名の日を送達の日とする。	 

	 

第84条（公示送達）	 

送達を受ける者が行方不明であり、又は本節に定めるその他の方式をもってしても送達することができない場

合には、公示送達をする。公示した日から60日を経過したときに、送達されたものとみなす。	 

公示送達は、調書に理由と経過を明記しなければならない。	 

	 

第8章	 調解	 

第85条（調解の原則）	 

人民法院が民事事件を審理する場合には、当事者の自由意思の原則に基づき、事実を明らかにした上で、是非

を見きわめ、調解を行う。	 

	 

第86条（調解の主宰）	 

人民法院が調解を行うに当たっては、裁判官1名が主宰することができ、又は合議廷が主宰することができ、か

つできる限り現地において行うこととする。	 

人民法院が調解を行うに当たっては、簡便な方式で当事者、証人に出廷通知をすることができる。	 

	 

第87条（調解への協力）	 

人民法院が調解を行う場合には、関係単位及び個人の協力を要請することができる。要請された単位及び個人

は、人民法院が調査を行うのに協力しなければならない。	 

	 

第88条（調解の合意）	 

調解により達成した合意は、双方の自由意思によるものでなければならず、強制してはならない。調解合意の

内容は、法律の規定に違反してはならない。	 

	 

第89条（調解書の作成及び効力）	 

調解により合意に達したときは、人民法院は、調解書を作成しなければならない。調解書には、訴訟上の請求、

事件にかかわる事実及び調解結果を明記しなければならない。	 

調解書は、裁判人員及び書記が署名し、人民法院の印章を押印し、当事者双方に送達する。	 

調解書は、当事者双方が受取署名をした後、直ちに法的効力を有する。	 
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第90条（調解書を作成しない事件）	 

次の各号に掲げる事件の調解が合意に達した場合には、人民法院は、調解書を作成しないことができる。	 

⑴調解により和解した離婚事件	 

⑵調解により養親子関係を維持する事件	 

⑶即時に履行することができる事件	 

⑷その他調解書を作成する必要のない事件	 

調解書を作成する必要のない合意については、記録に記入しなければならない。当事者双方、裁判人員と書記

が署名又は押印した後、直ちに法的効力を生ずる。	 

	 

第91条（調解の不成立等）	 

調解において合意に達せず、又は調解書送達前に当事者の一方が意思を翻した場合には、人民法院は、速やか

に判決しなければならない。	 

	 

第9章	 財産保全及び先行執行	 

第92条（財産保全の裁定）	 

人民法院は当事者の一方の行為又はその他の事由によって、判決が執行不能又は執行困難となるおそれのある

事件については、相手方当事者の申立に基づいて、財産保全の裁定を下すことができる。当事者が申立を提出し

ない場合において、必要なときは、人民法院は、財産保全措置を執る裁定を下すこともできる。	 

人民法院が財産保全措置を執る場合には、申立人に担保の提供を命ずることができる。申立人が担保を提供し

ない場合には、申立を却下する。	 

人民法院は、申立を受けた後に、状況が緊急であるものについては、48時間以内に裁定を下さなければならな

い。裁定により財産保全措置を執る場合には、直ちに執行を開始しなければならない。	 

	 

第93条（財産保全の申立）	 

利害関係人は、緊急な状況により直ちに財産保全の申立をしなければその者の適法な権益につき補償すること

の困難な損害を受けるおそれのある場合には、訴訟を提起する前に、人民法院に財産保全措置を執ることを申し

立てることができる。申立人は、担保を提供しなければならず、担保を提供しない場合には、申立を却下する。	 

人民法院は、申立を受けた後、48時間以内に裁定を下さなければならない。裁定により財産保全措置を執る場

合には、直ちに執行を開始しなければならない。	 

申立人が人民法院において保全措置が執られた後15日以内に訴訟を提起しない場合には、人民法院は、財産保

全を解除しなければならない。	 

	 

第94条（財産保全の方法）	 

財産保全は、請求の範囲内又は事件に関する財物に限る。	 

財産保全は、封印（原文は「査封」）、差押、凍結又は法律の定めるその他の方法による。	 

人民法院は財産を凍結した後、財産を凍結された者に直ちに通知しなければならない。	 

財産がすでに封印され、凍結されている場合には、重複して封印し、凍結してはならない。	 
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第95条（財産保全の解除）	 

被申立人が担保を提供した場合には、人民法院は、財産保全を解除しなければならない。	 

	 

第96条（財産保全申立に誤りがあった場合の責任）	 

申立に誤りがあった場合には、申立人は、被申立人が財産保全により受けた損害を賠償しなければならない。	 

	 

第97条（先行執行の適用範囲）	 

人民法院は、次の各号に掲げる事件については、当事者の申立に基づき、先行執行（原文は「先予執行」）を

裁定することができる。	 

⑴扶助費、扶養費、養育費、救済金、医療費用の請求	 

⑵労働報酬の請求	 

⑶状況が緊急であり、先行執行を必要とするもの	 

	 

第98条（先行執行の条件）	 

人民法院が先行執行を裁定する場合には、次の各号に掲げる条件に適合していなければならない。	 

⑴当事者相互間の権利義務関係が明確であり、先行執行しなければ、申立人の生活又は生産経営に重大な影響を

及ぼすこと	 

⑵被申立人に履行能力があること	 

人民法院は、申立人に担保の提供を命ずることができ、申立人が担保を提供しない場合には、申立を却下する。

申立人が敗訴した場合には、被申立人が先行執行によって受けた財産の損害を賠償しなければならない。	 

	 

第99条（財産保全又は先行執行に対する不服申立）	 

当事者は、財産保全又は先行執行の裁定に不服がある場合には、不服審査を1回申し立てることができる。不服

審査期間中、裁定の執行は停止しない。	 

	 

第10章	 民事訴訟の妨害に対する強制措置	 

第100条（勾引）	 

人民法院は、出廷しなければならない被告が、2回の召喚状により召喚したにもかかわらず、正当な理由なく出

廷を拒絶した場合には、勾引することができる。	 

	 

第101条（法廷規則違反に対する処罰）	 

訴訟参加人及びその他の者は、法廷規則を遵守しなければならない。	 

人民法院は、法廷規則に違反した者に対して、訓戒を与え、法廷から退場するよう命じ、又は過料、拘留に処

することができる。	 

人民法院は、法廷において騒ぎ、もしくは法廷を攻撃し、裁判人員を侮辱し、誹謗し、脅迫し、殴打し、法廷

の秩序に重大な撹乱をした者に対して、法により刑事責任を追及する。情状が比較的軽微である場合には、過料、

拘留に処する。	 
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第102条（訴訟参加人等の民事訴訟妨害行為に対する処罰）	 

訴訟参加人又はその他の者に次の各号に掲げる行為のいずれかがある場合には、人民法院は、情状の軽重に応

じて過料、拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。	 

⑴重要な証拠を偽造し、壊滅し、人民法院が事件を審理することを妨害する行為	 

⑵暴力、脅迫、買収の方法をもって、証人が証言するのを阻止し、又は他人を指図し、買収し、脅迫して偽証さ

せる行為	 

⑶すでに封印、差し押さえられている財産又はすでに点検され、かつその保管を命じられている財産を隠匿し、

移転し、換金し、毀損し、又は凍結されている財産を移転する行為	 

⑷司法職務人員、訴訟参加人、証人、通訳、鑑定人、検証人、執行協力者に対して、侮辱し、誹謗し、誣告し、

殴打し、又は報復攻撃する行為	 

⑸暴力、脅迫又はその他の方法により司法職務人員の職務執行を妨害する行為	 

⑹すでに効力の生じた人民法院の判決、裁定の履行を拒絶する行為	 

人民法院は、前項に定める行為のいずれかがある単位に対して、その単位の主たる責任者又は直接責任者を過

料、拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。	 

	 

第103条（協力義務不履行者に対する処分）	 

調査、執行に協力する義務を負う単位に次に掲げる行為のいずれかがある場合には、人民法院は、その単位に

協力義務の履行を命ずるほか、過料に処することができる。	 

⑴人民法院が調査して証拠を取得することを関係単位が拒絶し、又は妨害する行為	 

⑵銀行、信用合作社又はその他の貯蓄業務を行う単位が、人民法院の執行協力通知書を受け取った後に、預金の

調査・質問、凍結又は振替に対する協力を拒絶する行為	 

⑶人民法院の執行協力通知書を受け取った後に、関係単位が被執行人の収入の差押え、関係ある財産権証書の移

転手続の処理、関係する証票、証書又はその他の財産の移転及び交付に対する協力を拒絶する行為	 

⑷その他の執行協力を拒絶する行為	 

人民法院は、前項に定める行為のいずれかがある単位に対して、その単位の主たる責任者又は直接責任者に過

料を科することができる。なおも協力義務を履行しない場合は、拘留に処することができ、併せて監察機関又は

関係機関に対して規律処分を行う旨の司法提案を提出することができる。	 

	 

第104条（過料、拘留の適用）	 

個人に対する過料の金額は、1万人民元以下とする。単位に対する過料の金額は、1万元以上30万人民元以下と

する。	 

拘留の期間は、15日以下とする。	 

被拘留者は、人民法院が公安機関に引き渡して拘禁する。拘留期間において、被拘留者が誤りを承認し、かつ

改めた場合には、人民法院は、期間満了前に拘留の解除を決定することができる。	 

	 

第105条（勾引、過料及び拘留の手続）	 

勾引、過料及び拘留については、院長の承認を得なければならない。	 

勾引については、勾引状を発しなければならない。	 
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過料及び拘留は、決定書に基づかなければならない。決定について不服のある場合には、1級上の人民法院に不

服審査を1回申し立てることができる。不服審査期間においては、執行は停止しない。	 

	 

第106条（強制措置の決定）	 

民事訴訟の妨害に対する強制措置は人民法院の決定によらなければならない。いかなる単位と個人といえども、

不法に他人を拘禁し、又は不法にほしいままに他人の財産を差し押さえ債務の弁済を請求した場合には、法に従

い刑事責任を追及し、又は拘留、過料に処さなければならない。	 

	 

第11章	 訴訟費用	 

第107条（訴訟費用の納付）	 

当事者は、民事訴訟を行う場合には、規定に従い、事件受理費を納付しなければならない。財産上の事件につ

いては、事件受理費を納付するほか、規定に従い、その他の訴訟費用を納付する。	 

当事者は、訴訟費用を納付するのが明らかに困難な場合には、規定に従い、人民法院に、納付の猶予、減額又

は免除を申し立てることができる。	 

訴訟費用の収受に係わる規則については、別にこれを定める。	 

	 

第2編	 裁判手続	 

第12章	 第一審の普通手続	 

第1節	 訴訟の提起と受理	 

第108条（訴訟提起の条件）	 

訴訟の提起は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。	 

⑴原告は、事件と直接に利害関係を有する公民、法人及びその他の組織であること	 

⑵明確な被告がいること	 

⑶具体的な訴訟上の請求、事実、理由があること	 

⑷人民法院が民事訴訟を受理する範囲及び受訴人民法院の管轄に属すること	 

	 

第109条（訴訟提起の方式）	 

訴訟の提起については人民法院に訴状を提出し、かつ被告の人数に応じて副本を提出しなければならない。	 

訴状を作成するのが明らかに困難な場合には、口頭で訴訟を提起することができ、人民法院は、記録を作成・

記入した上で、相手方当事者に告知する。	 

	 

第110条（訴状の記載事項）	 

訴状には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。	 

⑴当事者の氏名、性別、年齢、民族、職業、勤務先と住所、法人又はその他の組織の名称、住所と法定代表者又

は主たる責任者の氏名と職務	 

⑵訴訟請求及び根拠となる事実と理由	 

⑶証拠及び証拠の出所、証人の氏名と住所	 
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第111条（訴訟提起の受理）	 

人民法院は、本法第108条に合致する訴訟の提起については、これを受理しなければならない。次の各号に掲げ

る訴訟の提起については、それぞれ状況に応じて処理する。	 

⑴行政訴訟法の規定により、行政訴訟の事件受理範囲に属する場合には、原告に行政訴訟を提起するよう告知す

る。	 

⑵法律の規定により、当事者双方が契約紛争について、自由意思に従って書面による仲裁合意に達し、仲裁機構

に仲裁を申し立て、人民法院に訴訟を提起してはならない場合には、仲裁機構に仲裁を申し立てるよう原告に

告知する。	 

⑶法律の定めにより、その他の機関が処理すべき紛争については、関係機関に対して解決を申し立てるよう原告

に告知する。	 

⑷当該人民法院の管轄に属しない事件については、管轄権を有する人民法院に訴訟を提起するよう原告に告知す

る。	 

⑸判決及び裁定がすでに法的効力を生じている事件について当事者がさらに訴訟を提起した場合には、不服申立

手続に従って処理するよう原告に告知する。但し、人民法院が訴訟の取下げを許可する裁定をする場合には、

この限りではない。	 

⑹法律の規定により、一定期間内に訴訟を提起してはならない事件で、訴訟を提起してはならない期間内に訴訟

を提起したものについては、受理しない。	 

⑺判決により離婚を許可せず、又は調解により和解した離婚事件、判決及び調解により養親子関係を維持する事

件で、新たな事情、新たな理由がないのに、原告が6か月以内に訴訟を提起したものは、受理しない。	 

	 

第112条（受理・不受理の手続）	 

人民法院は訴状又は口頭による訴訟の提起を受領した場合には、審査を経て、訴訟の提起に係わる条件に合致

すると認めた場合には、7日以内に事件を立件し、かつ当事者に通知しなければならない。訴訟の提起の条件に適

合しないと認める場合には、7日以内に事件を受理しない旨を裁定しなければならない。原告は、裁定に対して不

服がある場合には、上訴を提起することができる。	 

	 

第2節	 審理前の準備	 

第113条（訴状・答弁書副本の送付）	 

人民法院は、事件を立件した日から5日以内に、訴状の副本を被告に送付しなければならず、被告は、受け取っ

た日から15日以内に答弁書を提出する。	 

被告が答弁書を提出した場合には、人民法院は、受領した日から5日以内に答弁書の副本を原告に送付しなけれ

ばならない。被告が答弁書を提出しない場合にも、人民法院の審理に影響を及ぼさない。	 

	 

第114条（訴訟上の権利義務の告知）	 

人民法院が受理を決定した事件については、事件受理通知書及び応訴通知書において、又は口頭で、当事者に

対して、関係する訴訟上の権利義務を告知しなければならない。	 

	 

第115条（合議廷構成員の告知）	 
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合議廷の構成人員が確定した後、3日以内に当事者にこれを告知しなければならない。	 

	 

第116条（訴訟資料の照合審査及び証拠の調査収集）	 

裁判人員は、訴訟資料を真剣に照合審査し、かつ必要な証拠を調査、収集しなければならない。	 

	 

第117条（身分証明書の呈示、調査記録）	 

人民法院が要員を派遣して調査を行う場合には、被調査人に対して身分証明書を呈示しなければならない。	 

調査記録は、被調査人が校閲した後に、被調査人及び調査人が署名し、又は押印する。	 

	 

第118条（調査の委託）	 

人民法院は、必要な場合には、他の地方の人民法院に調査を委託することができる。	 

調査を委託する場合には、明確な項目と要求を提出しなければならない。受託した人民法院は、自ら進んで補

充調査をすることができる。	 

受託した人民法院は、委託書を受け取った後30日以内に調査を完了しなければならない。事情により完了する

ことができない場合には、当該期間内に書簡にて委託した人民法院に告知しなければならない。	 

	 

第119条（訴訟参加）	 

共同して訴訟を行うべき当事者が訴訟に参加していない場合には、人民法院は、当該当事者に対して通知して

訴訟に参加させなければならない。	 

	 

第3節	 開廷審理	 

第120条（公開審理の原則）	 

人民法院は、民事事件を審理する場合には、国家秘密と個人のプライバシーに及ぶ事件又は法律に別の規定が

ある事件を除いて、全て公開して行わなければならない。	 

離婚事件、営業秘密に関する事件で、当事者が非公開審理を申し立てたものについては、非公開で審理を行う

ことができる。	 

	 

第121条（巡回審理）	 

人民法院は、民事事件を審理する場合において、必要に基づいて巡回して審理を行うときは、現地において事

件を取り扱う。	 

	 

第122条（開廷通知及び公告）	 

人民法院は、民事事件を審理する場合には、開廷の3日前までに、当事者及びその他の訴訟参加人に通知しなけ

ればならない。公開審理を行う場合には、当事者の姓名、事件名と開廷の時間、場所を公告しなければならない。	 

	 

第123条（開廷準備）	 

開廷審理の前に、書記は当事者その他の訴訟参加人が出廷しているか否かを調べて明らかにし、法廷紀律を宣

告しなければならない。	 
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開廷審理を行うときは、裁判長は、当事者を確認し、事件名を宣告し、裁判官と書記の名前を明らかにし、当

事者に訴訟上の権利義務を告知し、かつ当事者に忌避の申立を行う否かを尋問する。	 

	 

第124条（法廷調査の順序）	 

法廷における調査は、次に掲げる順序により行う。	 

⑴当事者の陳述	 

⑵証人の権利義務の告知、証人の証言並びに出廷していない証人の証言の朗読	 

⑶書証、物証及び視聴覚資料の呈示	 

⑷鑑定結果の朗読	 

⑸検証記録の朗読	 

	 

第125条（当事者の訴訟上の権利）	 

当事者は、法廷において新しい証拠を提出することができる。	 

当事者は、法廷の許可を得て、証人、鑑定人と検証人に質問することができる。	 

当事者が新たに調査、鑑定、又は検証を行うことを要求した場合には、許可するか否かは、人民法院が決定す

る。	 

	 

第126条（訴えの併合）	 

原告が訴訟上の請求を追加し、被告が反訴を提起し、又は第三者が事件に関連する訴訟上の請求を提出した場

合には、併合して審理することができる。	 

	 

第127条（法廷弁論）	 

法廷弁論は、次に掲げる順序により行う。	 

⑴原告及びその訴訟代理人の発言	 

⑵被告及びその訴訟代理人の答弁	 

⑶第三者及びその訴訟代理人の発言又は答弁	 

⑷相互弁論	 

法廷弁論が終結した後、裁判長が原告、被告及び第三者の順序で各人の 終陳述を求める。	 

	 

第128条（判決前の調解）	 

法廷弁論が終結した後、法により判決を下さなければならない。判決前に調解をすることができる場合には、

さらに調解をすすめることができる。調解が成立しない場合には、速やかに判決を下さなければならない。	 

	 

第129条（訴え取下処分）	 

原告が召喚状により召喚され、正当な理由なく出廷を拒絶し、又は法廷の許可を得ないで中途退廷した場合に

は、訴えの取下として処理することができる。被告が反訴した場合には、欠席判決を下すことができる。	 

	 

第130条（欠席判決）	 
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被告が召喚状により召喚され、正当な理由なく出廷を拒絶し、又は法廷の許可を得ないで中途退廷した場合に

は、欠席判決を下すことができる。	 

	 

第131条（訴えの取下）	 

判決を言い渡す前に、原告が訴えの取下を申し立てた場合には、許可するか否かは、人民法院が決定する。	 

人民法院が訴えの取下を許可しない旨を裁定した場合において、原告が召喚状により召喚され、正当な理由な

く出廷を拒絶したときは、欠席判決を下すことができる。	 

	 

第132条（審理の延期）	 

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、開廷審理を延期することができる。	 

⑴出廷しなければならない当事者及びその他の訴訟参加人が正当な理由があって出廷しないとき	 

⑵当事者が臨時に忌避の申立を提出したとき	 

⑶新しい証人に出廷するよう通知し、新しい証拠を収集調査し、改めて鑑定、検証をする必要があり、又は補充

調査をする必要があるとき	 

⑷その他審理を延期すべき事由があるとき	 

	 

第133条（法廷記録）	 

書記は、法廷審理に係わる全ての活動を記録に記入し、裁判人員及び書記がこれに署名しなければならない。	 

法廷記録は、法廷で朗読しなければならず、当事者及びその他の訴訟参加人に、その法廷において、又は5日以

内に閲覧するよう告知することができる。当事者及びその他の訴訟参加人は、自己の陳述記録に遺漏又は誤りが

あると認める場合には、補正をするよう申し立てる権利を有する。補正を認めない場合には、申立を文書中に記

録しなければならない。	 

法廷記録は、当事者及びその他の訴訟参加人が署名又は押印する。署名及び押印を拒絶した場合には、事情を

明記し、記録につけなければならない。	 

	 

第134条（判決の言渡し）	 

人民法院は、公開で審理し、又は非公開で審理した事件について、一律に公開して判決を言い渡す。	 

法廷において直ちに判決を言い渡した場合には、10日以内に判決書を送達しなければならない。期日を定めて

判決の言渡をした場合には、判決の言渡し後、直ちに判決書を交付する。	 

判決の言渡をする場合には、当事者に上訴の権利、上訴期間と上訴する人民法院を告知しなければならない。	 

離婚判決の言渡をする場合には、判決の法的効力が生ずる前に他の者と結婚してはならない旨を当事者に告知

しなければならない。	 

	 

第135条（第一審普通手続の結審期限）	 

人民法院が普通手続を適用して審理する事件は、事件を立件した日から6か月以内に結審しなければならない。

特別の事由により延長する必要のある場合には、その人民法院の院長が承認し、6か月間延長することができる。

さらに延長を必要とする場合には、上級の人民法院に報告し、承認を得るものとする。	 
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第4節	 訴訟の中断と終了	 

第136条（訴訟の中断）	 

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、訴訟を中断する。	 

⑴当事者の一方が死亡し、相続人が訴訟に参加するか否かの表明を待つ必要があるとき	 

⑵当事者の一方が訴訟能力を喪失し、その法定代理人が確定されていないとき	 

⑶当事者の一方である法人又はその他の組織が消滅し、権利義務の承継人が確定していないとき	 

⑷当事者の一方が不可抗力により、訴訟に参加することができないとき	 

⑸事件が別の事件の審理結果に依拠しなければならないものであって、その事件の審理が、まだ結審していない

とき	 

⑹その他訴訟を中断すべき事由があるとき	 

訴訟を中断すべき事由が解消した後は、訴訟手続きを再開する。	 

	 

第137条（訴訟の終了）	 

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、訴訟を終了する。	 

⑴原告が死亡し、相続人がなく、又は相続人か訴訟上の権利を放棄したとき	 

⑵被告が死亡し、遺産がなく、かつ義務を負うべき者がいないとき	 

⑶離婚事件の当事者の一方が死亡したとき	 

⑷扶助費、扶養費又は養育費を請求する事件及び養親子関係を解除する事件の当事者の一方が死亡したとき	 

	 

第5節	 判決と裁定	 

第138条（判決書の記載事項）	 

判決書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。	 

⑴事件名、訴訟上の請求、係争に係る事実及び理由	 

⑵判決で認定した事実、理由及び適用した法律根拠	 

⑶判決の結果及び訴訟費用の負担	 

⑷上訴期間及び上訴する人民法院	 

判決書には、裁判人員と書記が署名し、人民法院の印章を押印する。	 

	 

第139条（一部判決）	 

人民法院が事件を審理する場合において、そのうちの一部の事実がすでに明らかとなったときは、その部分に

ついて先に判決を下すことができる。	 

	 

第140条（裁定）	 

裁定は、次の各号に掲げる範囲に適用する。	 

⑴事件を受理しないとき	 

⑵管轄権に対して異議のあるとき	 

⑶訴えの提起を却下するとき	 

⑷財産保全及び先行執行	 
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⑸訴えの取下を許可し、又は許可しないとき	 

⑹訴訟を中断し、又は終了するとき	 

⑺判決書の誤記を補正するとき	 

⑻執行の中断又は終結	 

⑼仲裁判断を執行しないとき	 

⑽公証機関が強制執行の効力を賦与した債権文書を執行しないとき	 

⑾裁定により解決することを必要とするその他の事項	 

前項第1号から第3号までの定めに係る裁定については、上訴することができる。	 

裁定書は、裁判人員と書記が署名し、人民法院の印章を押印する。口頭による裁定の場合には、記録に記入す

る。	 

	 

第141条（判決及び裁定の確定）	 

高人民法院の判決と裁定、並びに法によって上訴することができず、又は上訴期間中に上訴せず、期間を経

過した判決、裁定は、法的効力の生じた判決及び裁定となる。	 

	 

第13章	 簡易手続	 

第142条（簡易手続の適用範囲）	 

基層人民法院とその派遣する法廷が、事実が明らかであり、権利義務関係が明確であり、係争の大きくない簡

単な民事事件を審理する場合には、本章の規定を適用する。	 

	 

第143条（簡易手続の提訴方式）	 

簡単な民事事件については、原告は、口頭で訴訟を提起することができる。	 

当事者双方は、同時に基層人民法院又はその派遣した法廷に出頭し、係争の解決を請求することができる。基

層人民法院又はその派遣した法廷は、即時に審理することができ、別に期日を定めて審理することもできる。	 

	 

第144条（簡易手続の召喚方式）	 

基層人民法院とその派遣した法廷は、簡単な民事事件を審理する場合には、簡便な方式をもって、随時、当事

者及び証人を召喚することができる。	 

	 

第145条（簡易手続の審理の簡略化）	 

簡単な民事事件は、裁判官1名が単独で審理を担当し、かつ本法第122条、第124条及び第127条に定める制限を

受けない。	 

	 

第146条（簡易手続の結審期限）	 

人民法院は、簡易手続を適用して事件を審理する場合には、事件を立件した日から3か月以内に結審しなければ

ならない。	 

	 

第14章	 第二審の手続	 
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第147条（上訴期間）	 

当事者は、地方人民法院の第一審判決に不服のある場合には、判決書の送達の日から15日以内に、1級上の人民

法院に上訴を提起する権利を有する。	 

当事者は、地方人民法院の第一審の裁定に不服のある場合には、裁定書の送達の日から10日以内に、1級上の人

民法院に上訴を提起する権利を有する。	 

	 

第148条（上訴状の記載事項）	 

上訴する場合には、上訴状を提出しなければならない。上訴状には、当事者の姓名、法人の名称及びその法定

代表者の姓名、又はその他の組織の名称及びその主たる責任者の姓名、原審人民法院の名称、事件の番号と事件

名、上訴の請求及び理由が含まれていなければならない。	 

	 

第149条（上訴状の提出）	 

上訴状は原審の人民法院を通じて提出し、かつ相手方当事者又は代表者の人数に応じて副本を提出しなければ

ならない。	 

当事者が直接に第二審の人民法院に上訴した場合は、第二審の人民法院は、5日以内に上訴状を原審の人民法院

に移送・交付しなければならない。	 

	 

第150条（原審人民法院の手続）	 

原審人民法院は、上訴状を受理した後5日以内に上訴状の副本を相手方当事者に送達し、相手方当事者は、受け

取った日から15日以内に答弁書を提出する。人民法院は、答弁書を受け取った日から5日以内に副本を上訴人に送

達しなければならない。相手方当事者が答弁書を提出しない場合にも、人民法院の審理に影響を及ぼすことはな

い。	 

原審人民法院は、上訴状と答弁書を受け取った場合には、5日以内に全ての事件記録及び証拠と共に、第二審の

人民法院に送付しなければならない。	 

	 

第151条（第二審の審査の範囲）	 

第二審の人民法院は、上訴に係る請求に関する事実と適用された法律に対して審査を行わなければならない。	 

	 

第152条（第二審の審理方式）	 

第二審の人民法院は、上訴事件について、合議廷を構成し、開廷して審理しなければならない。記録の閲覧と

調査並びに当事者への尋問を経て、事実を確認して明らかにした後、合議廷は、開廷して審理をする必要がない

と認める場合は、直接に判決及び裁定を行うことができる。	 

第二審の人民法院は、上訴事件を審理する場合には、当該人民法院で行うことができ、又は事件発生地もしく

は原審の人民法院の所在地において行うことができる。	 

	 

第153条（上訴事件の処理）	 

第二審の人民法院は、上訴事件について、審理の上、次の各号に掲げる状況に応じて、それぞれ処理する。	 

⑴原判決の事実の認定が明らかであり、法律の適用が正確である場合には、判決は、上訴を棄却し、原判決を維
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持する。	 

⑵原判決の法律の適用が誤りである場合には、法により改めて判決する。	 

⑶原判決の事実の認定に誤りがあり、又は原判決の事実の認定が明確でなく、証拠が不足である場合には、原判

決を取り消す裁定をし、原審の人民法院に差し戻して再審理させ、又は事実を調査して明らかにした後に改め

て判決する。	 

⑷原判決が法定手続に違反し、事件の正確な判決に影響を及ぼすおそれがある場合には、原判決を取り消す裁定

をし、原審の人民法院に差し戻して再審理させる。	 

当事者は、再審理された事件の判決、裁定に対して、上訴することができる。	 

	 

第154条（第一審裁定に対する不服のある上訴の処理）	 

第二審の人民法院は、第一審の人民法院の裁定に不服のある上訴事件の処理については、一律に裁定を用いる。	 

	 

第155条（第二審における調解）	 

第二審の人民法院は、上訴事件を審理する場合に、調解を行うことができる。調解により合意に達した場合に

は、調解書を作成しなければならず、裁判官、書記官が署名し、人民法院の印章を押印する。調解書が送達され

た後、原審の人民法院の判決は、取り消されたものとみなす。	 

	 

第156条（上訴の取下）	 

第二審の人民法院の判決宣告前に、上訴人が上訴の取下の申立をした場合には、許可するか否かは、第二審の

人民法院が裁定する。	 

	 

第157条（第一審普通手続の第二審への適用）	 

第二審の人民法院が上訴事件を審理する場合には、本章の規定によるほか、第一審の普通手続を適用する。	 

	 

第158条（第二審判決・裁定の効力）	 

第二審の人民法院の判決、裁定は、終審の判決、裁定とする。	 

	 

第159条（第二審の結審期限）	 

人民法院は、判決に対する上訴事件を審理する場合には、第二審の事件を立件した日から3か月以内に結審しな

ければならない。特段の事由により延長を必要とする場合には、当該人民法院の院長が承認する。	 

人民法院は、裁定に対する上訴事件を審理する場合には、第二審の事件を立件した日から30日以内に終審の裁

定を下さなければならない。	 

	 

第15章	 特別手続	 

第1節	 一般規定	 

第160条（特別規定の適用範囲）	 

人民法院は、選挙人資格事件、失踪宣告及び死亡宣告事件、公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力事件

と無主財産認定事件を審理する場合には、本章の定めを適用する。本章に定めのない事項については本法その他



 197 

の法律の関係規定を適用する。	 

	 

第161条（一審終審制等）	 

本章に定める手続によって審理する事件は、一審終審制とする。選挙人資格事件又は重大もしくは困難である

事件は、裁判官が合議廷を構成して審理する。その他の事件は、裁判官1名が単独で審理を担当する。	 

	 

第162条（特別手続の終結）	 

人民法院が本章に定める手続によって事件を審理する過程において、事件が民事上の権益に係る係争に属する

ものであることが判明した場合には、特別手続の終結を裁定し、かつ利害関係人に別に訴訟を提起することがで

きることを告知しなければならない。	 

	 

第163条（特別手続の結審期限）	 

人民法院が特別手続を適用して審理する事件は、事件を立件した日から30日、又は公告期間満了後30日以内に

結審しなければならない。特段の事由により延長を必要とする場合には、当該人民法院の院長が承認する。但し、

選挙人資格事件を審理する場合は、この限りではない。	 

	 

第2節	 選挙人資格事件	 

第164条（提訴期限及び管轄）	 

公民が選挙委員会の選挙人資格にかかわる異議申立に対して下した処理決定に不服がある場合には、選挙日の5

日前までに、選挙区所在地の基層人民法院に訴訟を提起することができる。	 

	 

第165条（審理期限等）	 

人民法院は、選挙人資格事件を受理した後は、選挙日前に結審しなければならない。	 

審理をする場合、訴訟を提起した者、選挙委員会の代表と関係する公民が参加しなければならない。	 

人民法院の判決書は、選挙日前に、選挙委員会と訴訟を提起した者に送達し、かつ関係する公民に通知しなけ

ればならない。	 

	 

第3節	 失踪宣告と死亡宣告事件	 

第166条（失踪宣告）	 

公民の行方が不明になり満2年が経過し、利害関係人がその者の失踪宣告を申し立てる場合には、行方不明者の

住所地の基層人民法院に提出しなければならない。	 

申立書には、失踪の事実、期間及び請求を明記し、かつ公安機関その他の関係機関の当該公民の行方不明に関

する書面による証明書類を添付しなければならない。	 

	 

第167条（死亡宣告）	 

公民の行方が不明になり満4年が経過し、又は不慮の事故により行方不明になり満2年が経過し、又は不慮の事

故で行方不明になり、当該公民に生存の可能性のないことに関する関係機関の証明を得た場合において、利害関

係人が当該公民の死亡宣告を申し立てるときは、行方不明者の住所地の基層人民法院に提出する。	 
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申立書には、行方不明の事実、期間及び請求を明記し、かつ公安機関又はその他の関係機関の当該公民の行方

不明に関する書面による証明書類を添付しなければならない。	 

	 

第168条（公告及び判決）	 

人民法院は、失踪宣告及び死亡宣告事件を受理した後、行方不明者を捜索する公告を発しなければならない。

失踪宣告の公告期間は3か月とし、死亡宣告の公告期間は1年とする。不慮の事故により行方不明となり、当該公

民の生存の可能性がないことに関する関係機関の証明を得た場合には、死亡宣告の公告期間は、3か月とする。	 

公告期間が満了した場合には、人民法院は、失踪宣告又は死亡宣告される事実が確認されたか否かに基づいて、

失踪宣告、死亡宣告の判決、又は申立棄却の判決を下さなければならない。	 

	 

第169条（被宣告者が出現した場合）	 

失踪宣告又は死亡宣告された公民が、その後出現した場合には、本人又は利害関係人の申立により、人民法院

は、新たな判決を下し、原判決を取り消されなければならない。	 

	 

第4節	 公民の民事行為無能力、制限民事行為能力認定事件	 

第170条（管轄及び申立書）	 

公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力の認定を申し立てる場合には、近親者又はその他の利害関係人が、

当該公民の住所地の基層人民法院に提出する。	 

申立書には、その公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力の事実及び根拠を明記しなければならない。	 

	 

第171条（鑑定）	 

人民法院は、申立を受理した後、必要がある場合には、民事行為無能力又は制限民事行為能力の認定を請求さ

れた公民に対して、鑑定を行わなければならない。申立人がすでに鑑定結果を提出している場合、鑑定結果につ

いて審査を行わなければならない。	 

	 

第172条（代理人等）	 

人民法院が公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力事件を審理する場合には、当該公民の近親者が代理人

にならなければならない。但し、当該近親者が申立人である場合を除く。近親者が互いに責任を転嫁しようとす

る場合には、人民法院がそのうちの1名を指定し、代理人とする。当該公民の健康状況が許す場合には、本人の意

見を聴取しなければならない。	 

人民法院は、審理を経て申立に係る事実に根拠があると認定した場合には、当該公民は民事行為無能力者又は

制限民事行為能力者であると判決する。申立に係る事実に根拠がないと認定した場合には、棄却の判決を下さな

ければならない。	 

	 

第173条（民事行為無能力者事由等の解消）	 

人民法院は、民事行為無能力者、制限民事行為能力者であると認定された者又はその者の後見人の申立に基づ

き、当該公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力の事由がすでに解消していることが実証された場合には、

新たな判決を下し、原判決を取り消さなければならない。	 
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第5節	 無主財産の認定事件	 

第174条（管轄及び申立書）	 

無主財産の認定を申し立てる場合には、公民、法人又はその他の組織が財産の所在地の基層人民法院に提出す

る。	 

申立書には、財産の種類、数量及び無主財産認定を請求する根拠を明記しなければならない。	 

	 

第175条（公告及び判決）	 

人民法院は、申立を受理した後に、審査及び事実確認を経て、財産確認公告を発しなければならない。公告し

て満1年を経過して、なお、確認し、受け取る者がいない場合には、無主財産認定の判決を下し、国又は集団の所

有とする。	 

	 

第176条（原財産所有者等の出現）	 

無主財産認定の判決を下した後に、原財産所有者又は相続人が出現した場合において、民法通則に定める訴訟

時効期間内であるときは、財産について請求を提出することができ、人民法院は、審査の結果、事実であったこ

とが判明した後に、新たな判決を下し、原判決を取り消さなければならない。	 

	 

第16章	 裁判監督手続	 

第177条（人民法院による再審）	 

各級人民法院の院長は、すでに法的効力を生じた当該人民法院の判決、裁定について、明らかな誤りがあり、

再審の必要があると認めた場合は、審判委員会に提出し、討論の上決定しなければならない。	 

高人民法院はすでに法的効力を生じた地方各級人民法院の判決、裁定について、また上級人民法院は、すで

に法的効力を生じた下級人民法院の判決、裁定について、明らかな誤りのあることを発見した場合には、自ら再

審を行い、又は下級人民法院に再審を命ずる権限を有する。	 

	 

第178条（当事者による再審申立）	 

当事者は、すでに法的効力を生じた判決、裁定について誤りがあると認める場合には、一級上の人民法院に再

審を申し立てることができる。但し、判決、裁定の執行は、停止しない。	 

	 

第179条（再審事由）	 

当事者の申立が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、人民法院は、再審をしなければならな

い。	 

⑴新しい証拠があり、原判決、裁定を覆すに足りるとき	 

⑵原判決、裁定で認定された基本事実が証拠による証明を欠くとき	 

⑶原判決、裁定の事実認定における主たる証拠が偽造されたものであるとき	 

⑷原判決、裁定の事実認定における主たる証拠が質疑を経ていないとき	 

⑸当事者が客観的な理由により事件の審理に必要な証拠を自ら収集することができず、人民法院に対しその調査

と収集を書面で申し立てた場合において、人民法院がその調査と収集を行わなかったとき	 
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⑹原判決、裁定の法律適用に明らかな誤りがあるとき	 

⑺法律の規定に違反する管轄の錯誤があるとき	 

⑻裁判組織の構成が合法的でないとき、又は法に基づき回避すべき裁判官が回避をしなかったとき	 

⑼訴訟行為無能力者が法定代理人による訴訟代理を受けていないとき、又は訴訟に参加すべき当事者が本人もし

くはその訴訟代理人の責めに帰さない事由によって訴訟に参加できなかったとき	 

⑽法律の規定に違反して、当事者の弁論権を奪ったとき	 

⑾召喚状による召喚を経ずに、欠席判決を行ったとき	 

⑿原判決、裁定に訴訟請求の遺脱があったとき、又は原判決、裁定が訴訟請求を越えたとき	 

⒀原判決、裁定の基礎となった法律文書が取り消され、又は変更されたとき	 

法定手続に違反し、事件の正確な判決、裁定に影響を及ぼすおそれがあるとき、又は事件の審理時に裁判官に

汚職・収賄行為、私利を図る行為又は法を曲げて裁判をする行為があったときは、人民法院は再審をしなければ

ならない。	 

	 

第180条（再審申立）	 

当事者が再審を申し立てる場合は、再審申立書等の書類を提出しなければならない。人民法院は、再審申立書

を受け取った日から5日以内に、再審申立書の副本を相手方当事者に送付しなければならない。相手方当事者は、

再審申立書の副本を受け取った日から15日以内に、書面の意見書を提出しなければならない。書面の意見書を提

出しない場合も、人民法院の審査に影響を及ぼさない。人民法院は、申立人及び相手方当事者に関連の書類を補

充するよう要求し、関連事項を質問することができる。	 

	 

第181条（再審裁定）	 

人民法院は、再審申立書を受け取った日から3か月以内に審査しなければならず、本法第179条に定める事由の

いずれかに該当する場合は、再審の裁定を下し、本法第179条に定める事由に該当しない場合は、申立棄却の裁定

を下す。特別な事情により延長する必要がある場合は、当該人民法院の院長がこれを承認する。	 

当事者の申立により再審の裁定が下された事件は、中級人民法院以上の人民法院が審理する。 高人民法院又

は高級人民法院が再審の裁定を下した事件は、当該人民法院が自ら再審を行い、又はその他の人民法院に引き渡

して再審を行わせるものとするが、原審人民法院に差し戻して再審を行わせることもできる。	 

	 

第182条（調解合意に対する再審申立）	 

当事者は、すでに法的効力を生じた調解書について、証拠を提出して調解が自由意思の原則に違反し、又は調

解合意の内容が法律に違反することを証明した場合には、再審を申し立てることができる。人民法院が審査した

結果、事実であった場合には、再審しなければならない。	 

	 

第183条（婚姻関係解除判決の再審不可）	 

当事者は、すでに法的効力を生じた婚姻関係解除の判決については、再審を申し立てることができない。	 

	 

第184条（再審申立期間）	 

当事者は、再審を申し立てる場合には、判決、裁定の法的効力が生じた後、2年以内に提起しなければならない。
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2年が経過した後に、原審判決又は裁定の基礎となった法律文書が取り消され、又は変更された場合、及び事件の

審理時に裁判官に汚職・収賄行為、私利を図る行為又は法を曲げて裁判をする行為があったことを発見した場合

は、その事実を知った日又は知りうべき日から3か月以内に提起しなければならない。	 

	 

第185条（原判決執行の中断）	 

裁判監督手続によって再審を決定する事件については、原判決の執行を中断する旨の裁定をする。裁定には、

院長が署名し、人民法院の印章を押印する。	 

	 

第186条（再審事件の審理）	 

人民法院が裁判監督手続によって再審する事件は、法的効力を生じた判決、裁定が第一審人民法院により下さ

れたものである場合には、第一審の手続によって審理する。下された判決、裁定について、当事者は、上訴する

ことができる。法的効力を生じた判決、裁定が第二審の人民法院により下されたものである場合には、第二審の

手続によって審理する。下された判決、裁定は、法的効力を生じた判決、裁定とする。上級人民法院が裁判監督

手続によって自ら再審する場合には、第二審の手続に従って審理する。判決、裁定は、法的効力を生ずる判決、

裁定とする。	 

人民法院は、再審事件を審理する場合は、別に合議廷を構成しなければならない。	 

	 

第187条（人民検察院による控訴）	 

高人民検察院は、すでに法的効力を生じた各級人民法院の判決、裁定について、上級人民検察院は、すでに

法的効力を生じた下級人民法院の判決、裁定について、本法第179条に掲げる事由のいずれかに該当することを発

見した場合には、それぞれ控訴を提起しなければならない。	 

地方の各級人民検察院は、すでに法的効力が生じた同級の人民法院の判決、裁定について、本法第179条に定め

る事由のいずれかに該当することを発見した場合には、同級の人民法院に控訴を提起するよう上級の人民検察院

に申請しなければならない。	 

	 

第188条（人民検察院による控訴に対する裁定）	 

人民検察院が控訴を提起した事件については、控訴を受けた人民法院は、控訴状を受け取った日から30日以内

に再審の裁定を下さなければならない。本法第179条第1項第1号ないし第5号に掲げる事由のいずれかに該当する

場合は、一級下の人民法院に引き渡して再審を行わせることができる。	 

	 

第189条（控訴状の作成義務）	 

人民検察院は、人民法院の判決、裁定に対して控訴を提起することを決定した場合には、控訴状を作成しなけ

ればならない。	 

	 

第190条（人員の派遣出廷の通知）	 

人民検察院が控訴を提起した事件について再審するときは、人民法院は、人民検察院に対して、人員を派遣し

て法廷に出席させるよう通知しなければならない。	 
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第17章	 督促手続	 

第191条（支払命令の申立）	 

債権者が債務者に金銭又は有価証券の給付を請求する場合において、次の各号に掲げる条件に合致するときは、

管轄権を有する基層人民法院に支払命令を申し立てることができる。	 

⑴債権者と債務者にその他の債務紛争がないこと	 

⑵支払命令を債務者に送達することができること	 

申立書には、金銭又は有価証券の給付を請求する数量と根拠となる事実、証拠を明記しなければならない。	 

	 

第192条（申立の受理）	 

債権者が申立を提出した後、人民法院は、5日以内に債権者に受理するか否かを通知しなければならない。	 

	 

第193条（支払命令・不受理の通知）	 

人民法院は、申立を受理した後に、債権者が提出した事実、証拠を審査して、債権債務関係が明確であり、か

つ適法である場合には、受理した日から15日以内に債務者に支払命令を発しなければならない。申立が成立しな

い場合には、却下する旨を裁定する。	 

債務者は、支払命令を受け取った日から15日以内に債務を全額弁済し、又は人民法院に書面による異議を提出

しなければならない。	 

債務者が前項に定める期間内に異議を提出せず、かつ支払命令を履行しない場合には、債権者は、人民法院に

執行を申し立てることができる。	 

	 

第194条（債務者による異議の効力）	 

人民法院は、債務者が提出した書面による異議を受け取った後、督促手続を終結する旨を裁定しなければなら

ない。支払命令は自動的に効力を失い、債権者は訴訟を提起することができる。	 

	 

第18章	 公示催告手続	 

第195条（適用範囲）	 

規定に従って裏書譲渡可能な手形の所持人は、手形が盗まれ、遺失し、又は滅失した場合には、手形の支払地

の基層人民法院に公示催告を申し立てることができる。法律の規定により公示催告を申し立てることができるそ

の他の事項については、本章の規定を適用する。	 

申立人は、人民法院に申立書を提出し、券面額、手形振出人、手形所持人、裏書人等の手形の主たる内容並び

に申立の理由、事実を明記しなければならない。	 

	 

第196条（公告及び期間）	 

人民法院は、申立を受理することを決定した場合には、同時に支払人に支払を停止するよう通知し、かつ3日以

内に公告を発し、利害関係人に権利の届出を催告しなければならない。公示催告の期間は、人民法院が、状況に

応じて決定する。但し、60日を下回ってはならない。	 

	 

第197条（支払停止の通知）	 
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支払人は、人民法院の支払停止に係る通知を受け取ったときは、催告手続が終結するまで、支払を停止しなけ

ればならない。	 

公示催告期間においては、手形上の権利の譲渡行為は、無効とする。	 

	 

第198条（利害関係人の届出）	 

利害関係人は、公示催告期間内に、人民法院に届出をしなければならない。	 

人民法院は、利害関係人の届出を受け取った後に、公示催告手続の終結を裁定し、かつ申立人と支払人に通知

しなければならない。	 

申立人と届出人は、人民法院に訴訟を提起することができる。	 

	 

第199条（除権判決）	 

届出をする者がいない場合には、人民法院は、申立人の申立に基づき、判決を下し、手形の無効を宣告しなけ

ればならない。判決は、公告し、かつ支払人に通知しなければならない。判決の公告の日から、申立人は、支払

人に対して支払を請求する権利を有する。	 

	 

第200条（利害関係人が正当理由により届出できなかった場合）	 

利害関係人が、正当な理由によって、判決前に人民法院に届け出ることができなかった場合には、判決の公告

を知り、又は知りうべきであった日から1年以内に、判決を下した人民法院に訴訟を提起することができる。	 

	 

第3編	 執行手続	 

第19章	 一般規定	 

第201条（執行人民法院）	 

法的効力を生じた民事判決及び民事裁定並びに刑事判決及び刑事裁定の財産に関する部分については、第一審

人民法院又は第一審人民法院と同級の被執行財産所在地の人民法院が執行する。	 

法律の規定により、人民法院が執行するその他の法律文書については、被執行人の住所地又は執行される財産

の所在地の人民法院が執行する。	 

	 

第202条（執行異議申立）	 

当事者又は利害関係人は、執行行為が法律の規定に違反すると考える場合には、執行を行う人民法院に書面の

異議申立書を提出することができる。当事者又は利害関係人が書面の異議申立書を提出した場合は、人民法院は

書面の異議申立書を受け取った日から15日以内に審査しなければならず、理由があると認める場合は、取消又は

変更の裁定を下し、理由がないと認める場合は、棄却の裁定を下す。当事者又は利害関係人が裁定を不服とする

場合には、裁定の送達日から10日以内に、一級上の人民法院に不服審査を申し立てることができる。	 

	 

第203条（上級人民法院への執行申立）	 

人民法院が執行申立書を受け取った日から6か月を過ぎても執行を行わない場合は、執行申立人は一級上の人民

法院に執行を申し立てることができる。一級上の人民法院は、審査のうえ、原審人民法院に対し一定の期間内に

執行するよう命じることができるほか、自ら執行し、又はその他の人民法院に執行を命じることもできる。	 
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第204条（第三者による執行異議申立）	 

執行の過程において、第三者（原文は「案外人」）が執行目的物について書面の異議申立書を提出した場合に

は、人民法院は書面の異議申立書を受け取った日から15日以内に審査しなければならず、理由があると認める場

合は、当該目的物に対する執行を中断する旨の裁定を下し、理由がないと認める場合は、棄却の裁定を下す。第

三者又は当事者が裁定を不服とし、原判決又は裁定に誤りがあると考える場合には、裁判監督手続により処理す

る。原判決又は裁定と関係がない場合は、裁定の送達日から15日以内に、一級上の人民法院に訴訟を提起するこ

とができる。	 

	 

第205条（執行業務、執行機構）	 

執行業務は、執行員が行う。	 

強制執行措置を行う場合には、執行員は、身分証明書を呈示しなければならない。執行を完了した後に、執行

状況について記録を作成しなければならず、立ち会った関係者が署名又は押印する。	 

人民法院は、必要に応じて、執行機構を設立することができる。	 

	 

第206条（委託執行）	 

被執行人又は執行される財産が管轄外に所在する場合には、当該地の人民法院に委託して、執行を代行させる

ことができる。受託した人民法院は委託書を受け取った後15日以内に執行を開始しなければならず、拒絶しては

ならない。執行が完了した後、速やかに執行結果を委託した人民法院に書面により回答しなければならない。30

日以内になお執行が完了していない場合においても、執行状況を委託した人民法院に書面により報告しなければ

ならない。	 

受託した人民法院が、委託書を受け取った日から15日以内になお執行しない場合には、委託した人民法院は、

受託した人民法院の上級の人民法院に対し、受託人民法院に執行させる指令を行うよう請求することができる。	 

	 

第207条（執行中の和解）	 

執行中において、当事者双方が自ら和解し、合意に達した場合には、執行員は、合意内容を記録に記入しなけ

ればならず、当事者双方が署名し、又は押印する。	 

当事者の一方が和解合意を履行しない場合には、人民法院は、相手方当事者の申立により、効力の生じた原法

律文書に対する執行を回復させることができる。	 

	 

第208条（執行の猶予・期限延長）	 

執行中に、被執行人が人民法院に担保を提供し、かつ執行申立人の同意を得た場合には、人民法院は、執行を

暫定的に猶予し、並びに執行の期限を暫定的に延長することができる。被執行人が期限を徒過しても、なお履行

しない場合には、人民法院は、被執行人の担保財産又は担保提供者の財産を執行する権限を有する。	 

	 

第209条（被執行人が死亡した場合）	 

被執行人である公民が死亡した場合には、その者の遺産をもって債務を弁済する。被執行人である法人又はそ

の他の組織が消滅した場合には、その権利義務の継承者が義務を履行する。	 
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第210条（執行完了後に判決等が取り消された場合）	 

執行が完了した後に、執行の根拠である判決、裁定及びその他の法律文書が明らかに誤りであったことにより

人民法院により取り消された場合には、すでに執行された財産について、人民法院は、裁定を下し、財産を取得

した者に返還するよう命じ、返還を拒絶する場合には、強制執行をしなければならない。	 

	 

第211条（調解書の執行）	 

人民法院が作成する調解書の執行については、本編の規定を適用する。	 

	 

第20章	 執行の申立と移送	 

第212条（執行の申立）	 

法的効力を生じた民事判決、民事裁定については、当事者は必ず履行しなければならない。当事者の一方が履

行を拒絶した場合には、相手方当事者は、人民法院に執行を申し立てることができ、裁判官が、執行員に移送し

て、執行させることもできる。	 

調解書及びその他の人民法院が執行しなければならない法律文書については、当事者は必ず履行しなければな

らない。当事者の一方が履行を拒絶した場合には、相手方当事者は、人民法院に執行を申し立てることができる。	 

	 

第213条（仲裁判断の執行申立）	 

法により設立された仲裁機構の判断を当事者の一方が履行しない場合には、相手方当事者は、管轄権を有する

人民法院に執行を申し立てることができる。申立を受けた人民法院は、執行しなければならない。	 

被申立人が証拠を提出して、仲裁判断が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証明した場合には、

人民法院は、合議廷を構成し審査して事実と照らし合わせ、執行しない旨を裁定する。	 

⑴当事者が契約において仲裁条項を定めておらず、又は事後に書面による仲裁合意に達していないとき	 

⑵判断された事項が仲裁合意の範囲に属さず、又は仲裁機構が仲裁する権限を有しないとき	 

⑶仲裁廷の構成又は仲裁手続が法定手続に違反しているとき	 

⑷認定事実の主たる証拠が不足しているとき	 

⑸法律の適用に明らかな誤りがあるとき	 

⑹事件を仲裁した時に、仲裁員に汚職・収賄行為、私利を図る行為又は法を曲げて判断する行為のあったとき	 

人民法院は、当該判断の執行が社会的公共的利益に反すると認定した場合には、執行しない旨を裁定する。	 

裁定書は、当事者双方及び仲裁機構に送達しなければならない。	 

仲裁判断が人民法院により執行しない旨を裁定された場合には、当事者は、双方が合意した書面による仲裁合

意に基づいて、改めて仲裁を申し立てることができ、また、人民法院に訴訟を提起することができる。	 

	 

第214条（公証債権文書の執行申立）	 

公証機関が法により強制執行の効力を賦与した債権文書を当事者の一方が履行しない場合には、相手方当事者

は、管轄権を有する人民法院に執行を申し立てることができる。申立を受けた人民法院は、執行しなければなら

ない。	 

公証債権文書に明らかな誤りのある場合には、人民法院は、執行しない旨を裁定し、かつ裁定書を当事者双方
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と公証機関に送達する。	 

	 

第215条（執行申立期間）	 

執行を申し立てる期間は、2年とする。執行申立時効の停止及び中断については、訴訟時効の停止及び中断に関

する法律の規定を適用する。	 

前項に定める期間は、法律文書が定める履行期間の 終の日から起算する。法律文書が分割した履行期間を定

めている場合には、所定の各履行期間の 終の日から起算する。法律文書が履行期間を定めていない場合は、法

律文書の効力発生日から起算する。	 

	 

第216条（執行通知）	 

執行員は、執行申立書を受け取り、又は執行書の移送、交付を受けた場合には、被執行人に対して執行通知を

発し、指定期間内に履行するよう命じなければならない。期間を徒過しても、なお履行しない場合には、強制執

行をする。	 

被執行人が法律文書により確定された義務を履行せず、かつ財産を隠匿し、又は移転するおそれがある場合は、

執行員は直ちに強制執行措置を講じることができる。	 

	 

第21章	 執行措置	 

第217条（財産状況の報告）	 

被執行人は、執行通知書に従って法律文書により確定された義務を履行しない場合は、その時点及び執行通知

書の受け取り日より前の1年間の財産状況を報告しなければならない。被執行人が報告を拒否し、又は虚偽の報告

をした場合は、人民法院は情状の軽重に基づき被執行人もしくはその法定代理人又は関連単位の主たる責任者も

しくは直接責任者に対し過料又は拘留の処分を行うことができる。	 

	 

第218条（被執行人の預金状況の調査及び預金の凍結・振替）	 

被執行人が、執行通知どおりに法律文書で確定された義務を履行しない場合には、人民法院は、銀行、信用合

作社及びその他の貯蓄業務を行う単位に被執行人の預金状況を調査し、質問する権限を有し、被執行人の預金を

凍結し、振替える権限を有する。但し、預金の調査・質問、凍結及び振替は、被執行人が義務を履行すべき範囲

を超えてはならない。	 

人民法院が預金の凍結、振替を決定する場合には、裁定を下し、かつ執行協力通知書を発しなければならず、

銀行、信用合作社及びその他の貯蓄業務を行う単位は、これを処理しなければならない。	 

	 

第219条（被執行人の収入の差押・引出）	 

被執行人が、執行通知どおりに法律文書で確定された義務を履行しない場合には、人民法院は、被執行人が義

務を履行しなければならない部分の収入を差し押さえ、引き出す権限を有する。但し、被執行人及びその扶養家

族の生活必需費用は、留保しなければならない。	 

人民法院が収入を差し押さえ、引き出す場合には、裁定を下し、かつ執行協力通知書を発しなければならず、

被執行人の所属する単位、銀行、信用合作社その他の貯蓄業務を行う単位は、これを処理しなければならない。	 
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第220条（被執行人の財産の封印・差押・凍結・競売・換金措置）	 

被執行人が、執行通知どおりに法律文書で確定された義務を履行しない場合には、人民法院は、被執行人が義

務を履行しなければならない部分の財産を封印し、差し押さえ、凍結し、競売し、換金する権限を有する。但し、

被執行人及びその扶養家族の生活必需品は、留保しなければならない。	 

前項に定める措置を執る場合には、人民法院は、裁定を下さなければならない。	 

	 

第221条（封印・差押の手続）	 

人民法院が財産を封印し、差し押さえる場合において、被執行人が公民であるときは、被執行人又はその成人

の家族に立ち会うよう通知しなければならない。被執行人が法人又はその他の組織であるときは、当該被執行人

の法定代表者又は主たる責任者に立ち会うよう通知しなければならない。立会いを拒絶した場合においても、執

行に影響を及ぼすことはない。被執行人が公民であるときは、当該被執行人の勤務単位又は財産所在地の基層組

織は、人員を派遣して参加させなければならない。	 

封印され、又は差し押さえられた財産については、執行員は、目録を作成し、立会人が署名又は押印した後、

被執行人に1通を交付しなければならない。被執行人が公民であるときは、その成人の家族に1通を交付すること

ができる。	 

	 

第222条（封印財産の保管）	 

封印された財産については、執行員が被執行人を指定して保管につき責任を負わせることができる。被執行人

の過失により生じた損害は、被執行人が負担する。	 

	 

第223条（競売・換金措置）	 

財産が封印され、差し押さえられた後に、執行員は被執行人に対して、指定の期間内に法律文書で確定された

義務を履行するよう命じなければならない。被執行人が期間を過ぎても、なお履行しない場合には、人民法院は、

規定に従い、封印され差し押さえられた財産を関係機関に渡して競売又は換金に付すことができる。国が自由売

買を禁止する物品は、国の定める価格により関係機関に買い上げさせる。	 

	 

第224条（財産隠匿地等の捜査）	 

被執行人が法律文書に定める義務を履行せず、かつ財産を隠匿した場合には、人民法院は、捜査令状を発し、

被執行人及びその住所又は財産の隠匿地に対して捜査を行う権限を有する。	 

前項に定める措置を執る場合には、院長が捜査令状を発行する。	 

	 

第225条（指定財物又は証票の引渡）	 

法律文書により引渡を指定されている財物又は証票は、執行員が当事者双方を召喚して直接に引き渡させ、又

は執行員が転送して引き渡し、かつ引き渡された者が署名の上、受け取る。	 

関係単位が当該財物又は証票を所持する場合には、人民法院の執行協力通知書に基づいて転送して引き渡し、

かつ引き渡された者が署名の上受け取らなければならない。	 

関係する公民が当該財物又は証票を所持する場合には、人民法院は、当該公民に通知して提出させる。提出を

拒絶する場合には、強制執行をする。	 
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第226条（家屋の強制明渡又は土地の強制退去）	 

家屋の強制明渡し又は土地の強制退去は、院長が公告に署名して発行し、被執行人に指定の期間内に履行する

よう命ずる。被執行人が期間を徒過しても、なお履行しない場合には、執行員が強制執行する。	 

強制執行をする場合において、被執行人が公民であるときは、被執行人又はその成人の家族が立ち会うよう通

知しなければならない。被執行人が法人又はその他の組織である場合には、その法定代表者又は主たる責任者に

立ち会うよう通知しなければならない。立会を拒絶した場合にも、執行に影響は及ばない。被執行人が公民であ

るときは、その勤務単位又は家屋、土地の所在地の基層組織が人員を派遣して参加させなければならない。執行

員は、強制執行の状況を記録に記入しなければならず、立会人が署名し、又は押印する。	 

家屋の強制明渡しにより搬出される財物は、人民法院が人員を派遣して指定の場所に運送し、被執行人に引き

渡す。被執行人が公民であるときは、その成人の家族に引き渡すこともできる。受取を拒絶することによって生

じた損害は被執行人が負担する。	 

	 

第227条（証書移転手続）	 

執行中において、関係する財産権証書の移転手続をする必要のある場合には、人民法院は、関係単位に執行協

力通知書を発することができ、関係単位は処理しなければならない。	 

	 

第228条（指定行為を履行しない場合）	 

判決、裁定その他の法律文書が指定する行為に対して、被執行人が執行通知どおりに履行しない場合には、人

民法院は、強制執行をし、又は関係単位その他の者に委託し、完了させることができる。費用は、被執行人が負

担する。	 

	 

第229条（履行遅延の責任）	 

被執行人が判決、裁定その他の法律文書の指定する期間内に金銭給付の義務を履行しない場合には、履行遅延

期間の債務利息の倍額を支払わなければならない。被執行人が判決、裁定その他の法律文書の指定する期間内に

その他の義務を履行しない場合には、履行遅延金を支払わなければならない。	 

	 

第230条（執行措置後の履行義務の継続）	 

人民法院が本法第218条、第219条、第220条までの規定に定める執行措置を執った後、被執行人は、なお債務を

弁済することができないときは、継続して義務を履行しなければならない。債権者は、被執行人がその他の財産

を有することを発見した場合には、随時人民法院に執行を請求することができる。	 

	 

第231条（出国制限措置等）	 

被執行人が法律文書により確定された義務を履行しない場合は、人民法院は、当該被執行人に対し、出国制限

並びに信用情報システム記録及びメディアを通じた義務不履行情報の公表並びに法律に定めるその他の措置を自

ら行い、又は関連単位に協力を求めてこれらの措置を行うことができる。	 

	 

第22章	 執行の中断と終結	 
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第232条（執行の中断事由）	 

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、人民法院は、執行の中断を裁定しなければならない。	 

⑴申立人が執行を延期してよい旨を表示したとき	 

⑵第三者が執行の目的物に対して、明らかに理由のある異議を提起したとき	 

⑶当事者の一方の公民が死亡し、相続人が権利を相続し、又は義務を負うことを待つ必要のあるとき	 

⑷当事者の一方の法人又はその他の組織が消滅し、なお権利及び義務の承継者が確定していないとき	 

⑸その他人民法院が執行を中断すべきであると認める事由のあるとき	 

中断の事由が消失した後、執行を再開する。	 

	 

第233条（執行の終結事由）	 

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、人民法院は、執行の終結を裁定する。	 

⑴申立人が申立を取り下げたとき	 

⑵執行の根拠となる法律文書が取り消されたとき	 

⑶被執行人である公民が死亡し、執行できる資産がなく、かつ義務を負う者がいないとき	 

⑷扶助費、扶養費又は養育費の請求事件の権利者が死亡したとき	 

⑸被執行人である公民が生活困難により、借入金を弁済する能力がなく、収入源がなく、かつ労働能力を喪失し

たとき	 

⑹その他人民法院が、執行を終結させるべきであると認める事由のあるとき	 

	 

第234条（執行の中断・終結裁定の効力の発生事項）	 

執行を中断又は終結する旨の裁定は、当事者に送達された後、直ちに効力を生ずる。	 

	 

第4編	 渉外民事訴訟手続の特別規定	 

第23章	 一般原則	 

第235条（適用範囲）	 

中華人民共和国の領域内において渉外民事訴訟を行う場合には、本編の規定を適用する。本編に規定のない場

合には、本法のその他の関係規定を適用する。	 

	 

第236条(国際条約の優先適用)	 

中華人民共和国が締結し、又は参加している国際条約に本法と異なる規定のある場合には、当該国際条約の規

定を適用する。但し、中華人民共和国が留保する旨を声明した条項については、この限りではない。	 

	 

第237条（外交特権を有する外国人等）	 

外交上の特権及び免除権を有する外国人、外国組織又は国際組織に対して提起された民事訴訟は、中華人民共

和国の関係法律と中華人民共和国が締結し、又は参加している国際条約の規定に基づいて処理しなければならな

い。	 

	 

第238条（中国通用言語文字の使用）	 
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人民法院は、渉外民事事件を審理する場合には、中華人民共和国において通用する言語、文字を使用しなけれ

ばならない。当事者が通訳、翻訳の提供を請求する場合には、提供することができる。費用は、当事者が負担す

る。	 

	 

第239条（中国弁護士への委任）	 

外国人、無国籍者、外国企業と組織が人民法院に訴訟を提起し、又は応訴し、弁護士に訴訟代理を委任する必

要のある場合には、中華人民共和国の弁護士に委任しなければならない。	 

	 

第240条（授権委任状の公証及び認証）	 

中華人民共和国の領域内に住所を有しない外国人、無国籍者、外国企業と組織が中華人民共和国の弁護士その

他の人員に訴訟代理を委任し、中華人民共和国の領域外から送付し、又は委託交付する授権委任状は、所在する

国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に駐在する中華人民共和国の大使館又は領事館の認証を得た場合、又は

中華人民共和国と当該所在国とが締結した関係条約に定める証明手続を履行した場合に限り、効力を有する。	 

	 

第24章	 管轄	 

第241条（財産紛争の管轄）	 

契約紛争又はその他の財産権益に係る紛争により、中華人民共和国の領域内に住所を有しない被告に対して提

起された訴訟で、契約が中華人民共和国の領域内において締結又は履行され、又は訴訟の目的物が中華人民共和

国の領域内にあり、又は被告が中華人民共和国の領域内に差押に供することのできる財産を有し、又は被告が中

華人民共和国の領域内に代表機構を設置している場合は、契約締結地、契約履行地、訴訟の目的物の所在地、差

押えに供することのできる財産の所在地、不法行為地又は代表機構の住所地の人民法院が管轄することができる。	 

	 

第242条（合意管轄）	 

渉外契約又は渉外財産権益に係る紛争の当事者は、書面により、紛争と実際的な関連を有する場所の人民法院

が管轄することを合意選択することができる。中華人民共和国の人民法院の管轄を選択する場合には、本法の審

級管轄と専属管轄に関する規定に違反してはならない。	 

	 

第243条（応訴管轄）	 

渉外民事訴訟の被告が人民法院に管轄異議を提起せず、かつ応訴して答弁した場合には、当該人民法院を管轄

権を有する人民法院として承認したものとみなす。	 

	 

第244条（専属管轄）	 

中華人民共和国において中外合弁企業契約、中外合作経営企業契約、中外合作自然資源探査開発契約の履行に

起因して発生した紛争について提起される訴訟は、中華人民共和国の人民法院が管轄する。	 

	 

第25章	 送達と期間	 

第245条（中国国内に住所を有しない当事者への送達方式）	 

人民法院は、中華人民共和国の領域内において住所を有しない当事者に対して訴訟文書を送達する場合には、
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次の各号に掲げる方式を採用することができる。	 

⑴送達を受ける者の所在国と中華人民共和国とが締結し、又は共に参加している国際条約に定める方式に従って

送達する。	 

⑵外交ルートを通じて送達する。	 

⑶送達を受ける者が中華人民共和国の国籍を有する場合には、その所在国の中華人民共和国の大使館又は領事館

に委託して送達させる。	 

⑷送達を受ける者が委託した、代理して送達を受ける権利を有する訴訟代理人に送達する。	 

⑸送達を受ける者が中華人民共和国の領域内に設立した代表機構又は送達を受ける権限を有する支店等（原文は

「分支機構」)もしくは業務代理人に送達する。	 

⑹送達を受ける者の所在国の法律が郵送送達を認めている場合には、郵送送達をすることができる。郵送の日か

ら満6か月を経過して、なお送達受領証は返送されていないが、各種の状況に基づいて、すでに送達されたもの

と認定するに足りる場合には、期間満了の日に送達されたものとみなす。	 

⑺前各号に定める方式により送達することができない場合には、公示送達をする。公示の日から満6か月を経過し

た場合には、送達されたものとみなす。	 

	 

第246条（中国国内に住所を有しない被告の答弁期間）	 

被告が中華人民共和国の領域内に住所を有しない場合には、人民法院は、訴状の副本を被告に送達し、かつ被

告に対して、訴状の副本を受け取った後30日以内に答弁書を提出するよう通知しなければならない。被告が延期

を申し立てる場合には、許可するか否かは、人民法院が決定する。	 

	 

第247条（中国国内に住所を有しない当事者の上訴期間）	 

中華人民共和国の領域内に住所を有しない当事者が、第一審の人民法院の判決、裁定に不服がある場合には、

判決書、裁定書の送達の日から30日以内に上訴を提起する権利を有する。被上訴人は、上訴状の副本を受け取っ

た後30日以内に答弁書を提出しなければならない。当事者が法定期限に上訴を提起できず、又は答弁書を提出で

きず延期を申し立てる場合には、許可するか否かは、人民法院が決定する。	 

	 

第248条（審理期間についての特別規定）	 

人民法院が渉外民事事件を審理する期間は、本法第135条、第159条に規定する制限を受けない。	 

	 

第26章	 財産保全	 

第249条（財産保全の申立）	 

当事者は、本法第92条の規定に基づき、人民法院に財産保全を申し立てることができる。	 

利害関係人は、本法第93条の規定に基づき、訴訟を提起する前に人民法院に対して財産保全を申し立てること

ができる。	 

	 

第250条（提訴前の財産保全）	 

人民法院が訴訟提起前の財産保全について許可の裁定を下した後、申立人は、30日以内に訴訟を提起しなけれ

ばならない。期間を徒過しても訴訟を提起しない場合には、人民法院は、財産保全を解除しなければならない。	 
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第251条（財産保全の解除）	 

人民法院が財産保全を許可する裁定を下した後、被申立人が担保を提供した場合には、人民法院は、財産保全

を解除しなければならない。	 

	 

第252条（財産保全申立に誤りがあった場合）	 

申立に誤りのある場合には、申立人は、被申立人が財産保全により受けた損害を賠償しなければならない。	 

	 

第253条（保全財産の監督）	 

人民法院は、保全を決定した財産につき監督が必要である場合には、関係単位に通知して監督させなければな

らない。費用は、被申立人が負担する。	 

	 

第254条（保全解除命令の執行）	 

人民法院の保全解除の命令は、執行員が執行する。	 

	 

第27章	 仲裁	 

第255条（仲裁条項）	 

渉外経済貿易、運送と海事に関して発生した紛争で、当事者が契約に仲裁条項を定め、又は事後に書面による

仲裁に付する旨の合意があり、中華人民共和国の渉外仲裁機構又はその他の仲裁機構に仲裁を申し立てたものに

ついては、当事者は、人民法院に対して訴訟を提起することができない。	 

当事者が契約に仲裁条項を定めておらず、また事後に書面による仲裁に付する旨の合意がない場合には、人民

法院に訴訟を提起することができる。	 

	 

第256条（渉外仲裁の財産保全）	 

当事者が財産保全を申し立てた場合には、中華人民共和国の渉外仲裁機構は、当事者の申立を被申立人の住所

地又は財産所在地の中級人民法院に提出し、裁定に付さなければならない。	 

	 

第257条（渉外仲裁判断の執行申立）	 

中華人民共和国の渉外仲裁機構の判断を得た場合には、当事者は人民法院に訴訟を提起してはならない。当事

者の一方が仲裁判断を履行しない場合には、相手方当事者は、被申立人の住所地又は財産所在地の中級人民法院

に執行を申し立てることができる。	 

	 

第258条（渉外仲裁判断の不執行）	 

中華人民共和国の渉外仲裁機構が下した判断に対して、被申立人が証拠を提出し、仲裁判断が次に掲げる事由

のいずれかに該当することを証明したものについては、人民法院は、合議廷を構成し、審査確認したうえ、執行

を行わない旨を裁定する。	 

⑴当事者が契約に仲裁条項を定めておらず、又は事後に書面による仲裁合意に達していないとき	 

⑵被申立人が仲裁員の指定又は仲裁手続の進行の通知を得ておらず、又は被申立人の責めに帰さない理由により
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意見を陳述することができなかったとき	 

⑶仲裁廷の構成又は仲裁の手続が仲裁規則に適合していなかったとき	 

⑷判断された事項が仲裁合意の範囲に属さず、又は仲裁機構がこれを仲裁する権限を有していなかったとき	 

人民法院は、判断の執行が社会公共の利益に反すると認定する場合には、執行を行わない旨を裁定する。	 

	 

第259条（不執行裁定に対する救済手段）	 

仲裁判断が人民法院により執行しない旨を裁定された場合には、当事者は、双方が合意に達した書面による仲

裁合意に基づいて、改めて仲裁を申し立てることができ、また人民法院に訴訟を提起することもできる。	 

	 

第28章	 司法共助	 

第260条（司法共助の内容）	 

中華人民共和国が締結し、もしくは参加している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従い、人民法院と外国

裁判所は、文書の送達、証拠の調査・取得その他の訴訟行為の代行を相互に請求することができる。	 

外国裁判所が共助を請求する事項が中華人民共和国の主権、安全又は社会公共の利益を損なう場合には、人民

法院は、執行を行わない。	 

	 

第261条（司法共助の請求及び提供）	 

司法共助の請求と提供は、中華人民共和国が締結し、又は参加している国際条約の定めるルートによらなけれ

ばならない。条約関係がない場合には、外交ルートを通じて行う。	 

中華人民共和国に駐在する外国の大使館又は領事館は、当該国の公民に対して、文書を送達し、証拠を調査し、

取得することができる。但し、中華人民共和国の法律に違反してはならず、かつ強制措置を執ってはならない。	 

前項に定める事由を除き、中華人民共和国の主管機関の許可を得ずしていかなる外国の機関又は個人も、中華

人民共和国の領域内において文書を送達し、証拠を調査し、取得してはならない。	 

	 

第262条（司法共助請求書の使用言語）	 

外国裁判所が人民法院に司法共助の提供を請求する旨の請求書及びその付属文書には、中国語の訳文又は国際

条約に定めるその他の文字による文書を添付しなければならない。	 

人民法院が外国裁判所に司法共助の提供を請求する旨の請求書及びその付属文書には、当該国の文字による訳

文又は国際条約に定めるその他の文字による文書を添付しなければならない。	 

	 

第263条（司法共助の手続）	 

人民法院が司法共助を提供する場合には、中華人民共和国の法律の定める手続による。外国裁判所が特別の方

式の採用を請求する場合には、その請求に係わる特別の方式によることもできる。但し、その特別の方式は、中

華人民共和国の法律に違反してはならない。	 

	 

第264条（効力が生じた中国の判決・裁定の承認及び執行の請求）	 

人民法院が下した法的効力の生じた判決、裁定について、被執行人又はその財産が中華人民共和国の領域内に

所在しない場合において、当事者が執行を請求するときは、当事者が直接に管轄権を有する外国の裁判所に対し
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て承認と執行を申し立てることができる。また、人民法院は、中華人民共和国が締結し、もしくは参加している

国際条約の規定により、又は互恵の原則に従って、外国裁判所に承認と執行を請求することもできる。	 

中華人民共和国の渉外仲裁機構が下した法的効力を有する仲裁判断について、当事者が執行を請求する場合に

おいて、被執行人又はその財産が中華人民共和国の領域内に所在しないときには、当事者が直接に管轄権を有す

る外国裁判所に承認と執行を請求しなければならない。	 

	 

第265条（効力が生じた外国の判決・裁定の承認及び執行の請求）	 

外国の裁判所が下した法的効力の生じた判決、裁定について、中華人民共和国の人民法院の承認と執行を必要

とする場合には、当事者が直接に中華人民共和国の管轄権を有する中級人民法院に承認と執行を請求することが

できる。また、外国裁判所は、当該国と中華人民共和国とが締結し、又は参加している国際条約の規定により、

もしくは互恵の原則に従って、人民法院の承認と執行を請求することもできる。	 

	 

第266条（効力が生じた外国の判決・裁定の承認及び執行）	 

人民法院は、その承認と執行が申し立てられ、又は請求される外国裁判所が下した法的効力の生じた判決、裁

定について、中華人民共和国が締結し、もしくは参加している国際条約により、又は互恵の原則に従って審査し

た後、中華人民共和国の法律の基本原則又は国家主権、安全、社会公共の利益に違反していない場合には、その

効力を承認する旨を裁定し、執行が必要であると認める場合には、執行命令を発し、本法の関係規定によって執

行する。中華人民共和国の法律の基本原則又は国家主権、安全、社会公共の利益に違反する場合には、承認と執

行を行わない。	 

	 

第267条（国外の仲裁判断の承認及び執行）	 

国外の仲裁機構の判断について、中華人民共和国の人民法院の承認と執行を必要とするものは、当事者が直接

に被執行人の住所地又はその財産所在地の中級人民法院に申し立てなければならず、人民法院は、中華人民共和

国が締結し、もしくは参加している国際条約により、又は互恵の原則に従って処理しなければならない。	 

	 

第268条（施行日等）	 

本法は、公布の日から施行する。「中華人民共和国民事訴訟法（試行）」は、同時に廃止する。	 
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資料２	 特許法（和訳）新旧対照表	 

 
旧法（2000 年第二次改正）	 現行法（2008 年第三次改正）	 

第 1 章	 総則	 

第 1 条（目的）	 

	 発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、発明

創造の普及と応用に役立たせ、科学技術の進歩と革新を

促し、社会主義現代化の要請に応えるため、本法を制定

する。	 

第 1 章	 総則	 

第 1 条（目的）	 

	 特許権者の適法な権益を保護し、発明創造を奨励し、

発明創造の応用を推進し、革新能力を向上させ、科学技

術の進歩及び経済社会の発展を促進するため、本法を制

定する。	 

第 2 条（発明創造の定義）	 

	 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠を指

す。	 

	 

第 2 条（定義）	 

	 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠を指

す。	 

	 発明とは、製品、方法又はその改良について打ち出

される新たな技術案を指す。	 

	 実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合につ

いて打ち出される実用に適した新たな技術案を指す。	 

	 意匠とは、製品の形状、模様又はその結合並びに色

彩と形状、模様の結合について打ち出される美感に富

みかつ工業上の応用に適した新デザインを指す。	 

第 3 条（特許業務管理機関の管轄）	 

	 国務院特許行政部門が全国の特許業務を管理し、統一し

て特許出願を受理及び審査し、法に従い特許権を付与す

る。	 

	 省、自治区、直轄市の人民政府の特許業務管理部門は、

当該行政区内の特許の管理を行う。	 

第 3 条（特許業務管理機関の管轄）	 

	 国務院特許行政部門が全国の特許業務を管理し、統一し

て特許出願を受理及び審査し、法に従い特許権を付与す

る。	 

	 省、自治区、直轄市の人民政府の特許業務管理部門は、

当該行政区内の特許の管理を行う。	 

第 4 条（国の安全又は重大な利益に係る発明創造の秘密保

持）	 

	 特許出願の発明創造が国の安全又は重大な利益に係り、

秘密を保持する必要がある場合には、国の関係規定に従って

処理する。	 

第 4 条（国の安全又は重大な利益に係る発明創造の秘密保

持）	 

	 特許出願の発明創造が国の安全又は重大な利益に係り、

秘密を保持する必要がある場合には、国の関係規定に従って

処理する。	 

第 5 条（特許権を付与しない発明創造）	 

	 国の法律、社会の公徳に違反し、又は公共の利益を妨

げる発明創造には、特許権を付与しない。	 

第 5 条（特許権を付与しない発明創造）	 

	 法律、社会の公徳に違反し、又は公共の利益を妨げる発

明創造には、特許権を付与しない。	 

	 法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得又

は利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発

明創造に対しては、特許権を付与しない。	 

第 6 条（職務発明創造）	 第 6 条（職務発明創造）	 
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	 所属単位の任務を遂行し、又は主として所属単位の物質

的、技術的条件を利用して完成された発明創造は、職務発

明創造とする。職務発明創造の特許を出願する権利は、所

属単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位が特許権

者となる。	 

	 非職務発明創造の特許を出願する権利は、発明者又は考

案者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は考案

者が特許権者となる。	 

	 所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成された発

明創造に関し、単位と発明者又は考案者が契約を締結し、

特許を出願する権利及び特許権の帰属について約定して

いる場合は、その約定による。	 

	 所属単位の任務を遂行し、又は主として所属単位の物質

的、技術的条件を利用して完成された発明創造は、職務発

明創造とする。職務発明創造の特許を出願する権利は、所

属単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位が特許権

者となる。	 

	 非職務発明創造の特許を出願する権利は、発明者又は考

案者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は考案

者が特許権者となる。	 

	 所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成された発

明創造に関し、単位と発明者又は考案者が契約を締結し、

特許を出願する権利及び特許権の帰属について約定して

いる場合は、その約定による。	 

第 7 条（非職務発明創造の特許出願制限の禁止）	 

	 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願は、いか

なる単位又は個人もこれを制限してはならない。	 

第 7 条（非職務発明創造の特許出願制限の禁止）	 

	 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願は、いか

なる単位又は個人もこれを制限してはならない。	 

第 8 条（共同又は委託による発明創造）	 

	 2 つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創

造、1 つの単位又は個人が他の単位又は個人の委託を受け

て完成させた発明創造の特許を出願する権利は、別に合意

がある場合を除き、単独もしくは共同で完成させた単位又

は個人に帰属する。出願が認可された後、出願した単位又

は個人が特許権者となる。	 

第 8 条（共同又は委託による発明創造）	 

	 2 つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創

造、1 つの単位又は個人が他の単位又は個人の委託を受け

て完成させた発明創造の特許を出願する権利は、別に合意

がある場合を除き、単独もしくは共同で完成させた単位又

は個人に帰属する。出願が認可された後、出願した単位又

は個人が特許権者となる。	 

第 9 条（先願主義）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 2人以上の出願人が同一の発明創造について個別に特許

出願を行った場合、特許権は先行出願人に付与する。	 

第 9 条（一発明一特許、同一出願人による特許と実用

新案の同時出願及び先願主義）	 

	 同一の発明創造には 1つの特許権のみ付与すること

ができる。但し、同一の出願人が同一の発明創造につ

いて同日に実用新案の特許出願と発明の特許出願を

し、先に取得した実用新案の特許権が消滅しておら

ず、かつ出願人が当該実用新案の特許権の放棄を宣言

した場合には、発明特許権を付与することができる。	 

	 2人以上の出願人が同一の発明創造について個別に特許

出願を行った場合、特許権は先行出願人に付与する。	 

第 10 条（特許出願権及び特許権の譲渡）	 

	 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。	 

	 中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権

を譲渡する場合は、国務院の関係主管部門の承認を得

なければならない。	 

第 10 条（特許出願権及び特許権の譲渡）	 

	 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。	 

	 中国の単位又は個人が外国人、外国の企業又は外国の

その他組織に特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、

関連の法律及び行政法規の規定に従い手続をとらな
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	 特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、当事者が書面

による契約を締結し、かつ国務院特許行政部門に登録しな

ければならず、国務院特許行政部門が公告をする。特許出

願権又は特許権の譲渡は登録日から効力を生じる。	 

ければならない。	 

	 特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、当事者が書面

による契約を締結し、かつ国務院特許行政部門に登録しな

ければならず、国務院特許行政部門が公告をする。特許出

願権又は特許権の譲渡は登録日から効力を生じる。	 

第 11 条（特許権の内容）	 

	 発明及び実用新案の特許権が付与された後は、本法に別

の規定がある場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権

者の許諾を得なければ、その特許を実施することはできな

い。すなわち、生産及び営業を目的としてその特許製品を

製造し、使用し、販売を申し出、販売し、輸入してはなら

ず、その特許の方法を使用してはならず、また当該特許の

方法により直接得られた製品を使用し、販売を申し出、販

売し、輸入してはならない。	 

	 意匠の特許権が付与された後は、いかなる単位又は個人

も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施すること

はできない。すなわち、生産及び営業を目的として、その

意匠特許製品を製造し、販売し、輸入してはならない。	 

第 11 条（特許権の内容）	 

	 発明及び実用新案の特許権が付与された後は、本法に別

の規定がある場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権

者の許諾を得なければ、その特許を実施することはできな

い。すなわち、生産及び営業を目的としてその特許製品を

製造し、使用し、販売を申し出、販売し、輸入してはなら

ず、その特許の方法を使用してはならず、また当該特許の

方法により直接得られた製品を使用し、販売を申し出、販

売し、輸入してはならない。	 

	 意匠の特許権が付与された後は、いかなる単位又は個人

も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施すること

はできない。すなわち、生産及び営業を目的として、その

意匠特許製品を製造し、販売を申し出、販売し、輸入し

てはならない。	 

第 12 条（実施許諾契約）	 

	 いかなる単位又は個人も他人の特許を実施する場合に

は、特許権者と書面による実施許諾契約を締結し、特許

権者に特許使用料を支払わなければならない。被許諾者

は、契約に定める者以外のいかなる単位又は個人に対して

もその特許の実施を認める権利を有しない。	 

第 12 条（実施許諾契約）	 

	 いかなる単位又は個人も他人の特許を実施する場合に

は、特許権者と実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使

用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約に定め

る者以外のいかなる単位又は個人に対してもその特許の

実施を認める権利を有しない。	 

第 13 条（出願公開後の対価支払請求権）	 

	 発明特許の出願が公開された後は、出願人は、その発明

を実施した単位又は個人に適当な対価の支払を請求する

ことができる。	 

第 13 条（出願公開後の対価支払請求権）	 

	 発明特許の出願が公開された後は、出願人は、その発明

を実施した単位又は個人に適当な対価の支払を請求する

ことができる。	 

第 14 条（国有企業、事業単位等の発明特許の実施許諾）	 

国有企業、事業単位の発明特許が国の利益又は公共の利

益にとって重要な意義を有する場合は、国務院の関係主管

部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院の認可

を得て、認可範囲内における普及と応用を決定し、指定単

位が実施することを認める。実施単位は、国の規定に基づ

き特許権者に使用料を支払う。	 

	 中国の集団所有制単位及び個人の発明特許が国の

第 14 条（国有企業、事業単位の発明特許の実施許諾）	 

	 国有企業、事業単位の発明特許が国の利益又は公共の利

益にとって重要な意義を有する場合は、国務院の関係主管

部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院の認可

を得て、認可範囲内における普及と応用を決定し、指定単

位が実施することを認める。実施単位は、国の規定に基づ

き特許権者に使用料を支払う。	 
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利益又は公共の利益にとって重大な意義を有し、普及

と応用の必要がある場合には、前項の規定を参照して処

理する。	 

【第三次改正の第 17 条へ移動】	 第 15 条（特許出願権又は特許権の共有）	 

	 特許出願権又は特許権の共有者は、権利の行使につ

いて約定のある場合は、その約定に従う。約定のない

場合は、共有者は、当該特許を単独で実施し、又は通

常実施許諾の方式で他人に実施を許諾することがで

きる。当該特許の実施を他人に許諾したとき、受け取

った使用料は、共有者間で分配しなければならない。	 

	 前項に規定する場合を除き、共有の特許出願権又は

特許権を行使するときは、共有者全員の同意を得なけ

ればならない。	 

第 16 条（職務発明創造の奨励及び報酬）	 

	 特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は

考案者に奨励（原文のまま）を与えなければならない。発

明創造特許の実施後は、その普及と応用の範囲及びその経

済的効果と収益に応じて、発明者又は考案者に合理的な報

酬を与える。	 

第 16 条（職務発明創造の奨励及び報酬）	 

	 特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は

考案者に奨励（原文のまま）を与えなければならない。発

明創造特許の実施後は、その普及と応用の範囲及びその経

済的効果と収益に応じて、発明者又は考案者に合理的な報

酬を与える。	 

第 17 条（発明者及び創作者の氏名表示権）	 

	 発明者又は創作者は、特許文書中に自分が発明者又は創

作者であることを明記する権利を有する。	 

第 17 条（発明者又は創作者の氏名表示権及び特許標

識の表示権）	 

	 発明者又は創作者は、特許文書中に自分が発明者又は創

作者であることを明記する権利を有する。	 

	 特許権者はその特許製品又はその製品の包装に、特許標

識を表示する権利を有する。	 

第 15 条（特許標識及び特許番号の表示権）	 

	 特許権者はその特許製品又はその製品の包装に、特許標

記及び特許番号を表示する権利を有する。	 

第 18 条（外国人等の特許出願）	 

	 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又

は外国のその他の組織が中国で特許を出願する場合は、そ

の属する国と中国が締結した協定書又は共に加盟してい

る国際条約に従い、又は互恵の原則に従い、本法に基づい

て処理する。	 

第 18 条（外国人等の特許出願）	 

	 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又

は外国のその他の組織が中国で特許を出願する場合は、そ

の属する国と中国が締結した協定書又は共に加盟してい

る国際条約に従い、又は互恵の原則に従い、本法に基づい

て処理する。	 
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第 19 条（特許代理機構）	 

	 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業及

び外国のその他の組織が中国で特許を出願し及びその他

の特許事務を行う場合には、国務院特許行政部門が指定

する特許代理機構に委託しなければならない。	 

中国の単位又は個人が国内で特許を出願し及びその他

の特許事務を行う場合には、特許代理機構に委託すること

ができる。	 

	 

	 特許代理機構は、法律、行政法規を遵守し、被代理人の

委託に基づいて特許出願又はその他の特許事務を行わな

ければならない。被代理人の発明創造の内容について、特

許出願ですでに公開又は公告されているものを除き、秘密

保持責任を負う。特許代理機構の具体的な管理規則は国務

院が定める。	 

第 19 条（特許代理機構）	 

	 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業及

び外国のその他の組織が中国で特許を出願し及びその他

の特許事務を行う場合には、法に従い設立された特許代

理機構に委託しなければならない。	 

	 中国の単位又は個人が国内で特許を出願し及びその他

の特許事務を行う場合には、法に従い設立された特許代

理機構に委託することができる。	 

	 特許代理機構は、法律、行政法規を遵守し、被代理人の

委託に基づいて特許出願又はその他の特許事務を行わな

ければならない。被代理人の発明創造の内容について、特

許出願ですでに公開又は公告されているものを除き、秘密

保持責任を負う。特許代理機構の具体的な管理規則は国務

院が定める。	 

第 20 条（外国での特許出願）	 

	 中国の単位又は個人がその国内で完成させた発明創

造の特許を外国で出願する場合は、まず国務院特許行政

部門に特許出願し、その指定する特許代理機構に手続

を委託し、かつ本法第 4 条の規定を遵守しなければな

らない。	 

	 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟している

関連の国際条約に基づいて特許の国際出願をすることが

できる。出願人は、国際特許出願するときは前項の規定を

遵守しなければならない。	 

	 国務院の特許行政部門は、中華人民共和国が加入してい

る関連の国際条約、本法並びに国務院の関係規定に基づき

国際特許出願を処理する。	 

	 

第 20 条（外国での特許出願）	 

	 いかなる単位又は個人も、中国において完成された発

明又は実用新案を外国で特許出願する場合は、事前に国

務院特許行政部門の行う秘密保持審査を受けなければ

ならない。秘密保持審査の手続、期間等は国務院の規

定に従い執行する。	 

	 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟している

関連の国際条約に基づいて特許の国際出願をすることが

できる。出願人は、国際特許出願するときは前項の規定を

遵守しなければならない。	 

	 国務院の特許行政部門は、中華人民共和国が加盟してい

る関連の国際条約、本法並びに国務院の関係規定に基づき

国際特許出願を処理する。	 

	 本条第 1 項の規定に違反して外国で特許を出願し

た発明又は実用新案について、中国において特許を出

願した場合、特許権を付与しない。	 

第 21 条（特許行政機関の義務）	 

	 国務院特許行政部門及びその専利復審委員会は、客観、

公正、正確、適時の要求に従い、法に基づき特許に関係す

る出願及び請求を処理しなければならない。	 

	 

	 

	 

第 21 条（特許行政部門の義務）	 

	 国務院特許行政部門及びその専利復審委員会は、客観、

公正、正確、適時の要求に従い、法に基づき特許に関係す

る出願及び請求を処理しなければならない。	 

	 国務院特許行政部門は、特許情報を完全かつ正確に

遅滞なく発表し、定期的に特許公報を出版しなければ

ならない。	 



 220 

特許出願が公開又は公告されるまでは、国務院特許行政

部門の職員及び関係者はその内容について秘密保持責任

を負う。	 

	 	 

特許出願が公開又は公告されるまでは、国務院特許行政部

門の職員及び関係者はその内容について秘密保持責任を

負う。	 

第 2 章	 特許権付与の条件	 

第 22 条（発明及び実用新案の条件）	 

	 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性

及び実用性を備えていなければならない。	 

	 新規性とは、出願日前に同一の発明又は実用新案が国

内外の出版物に公に発表されたこと、国内で公に使用

されたこと又はその他の方式で一般に知られたこと

がなく、かつ他人が同一の発明又は実用新案を国務院

特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日以後に公開さ

れた特許出願文書に記載されていないことをいう。	 

	 進歩性とは、出願日前にすでに存在する技術に比べ、

当該発明に際立った実質的特色と顕著な進歩があり、当該

実用新案に実質的な特色と進歩があることをいう。	 

実用性とは、当該発明又は実用新案の製造もしくは使用

が可能で、かつ肯定的な効果を生じさせることが可能なこ

とをいう。	 

	 

第 2 章	 特許権付与の条件	 

第 22 条（発明及び実用新案の条件）	 

	 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性

及び実用性を備えていなければならない。	 

	 新規性とは、当該発明又は実用新案が先行技術に該

当せず、いかなる単位又は個人も同一の発明又は実用

新案を出願日前に国務院特許行政部門に出願しておら

ず、かつ出願日後に公開された特許出願文書又は公告さ

れた特許文書に記載されていないことをいう。	 

	 

	 進歩性とは、先行技術に比べ、当該発明に際立った実

質的特色と顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的な特

色と進歩があることをいう。	 

実用性とは、当該発明又は実用新案の製造もしくは使用

が可能で、かつ肯定的な効果を生じさせることが可能なこ

とをいう。	 

	 本法にいう先行技術とは、出願日前に国内外で公衆

に知られている技術を指す。	 

第 23 条（意匠の条件）	 

	 特許権を付与する意匠は、出願日前に国内外の出版物

で公に発表され又は国内で公に使用されたことがあ

る意匠と同一もしくは類似のものではなく、かつ他人

が先に取得した合法的権利と利害衝突があってはならな

い。	 

	 

第 23 条（意匠の条件）	 

	 特許権を付与する意匠は、先行デザインに該当せず、

いかなる単位又は個人も同様の意匠を出願日前に国務

院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公

告された特許文書に記載されていないものでなけれ

ばならない。	 

	 特許権を付与する意匠は、先行デザイン又は先行デ

ザインの特徴の組合せに比べ、顕著な相違を有するも

のでなければならない。	 

	 特許権を付与する意匠は、出願日前に他人が既に取

得した合法的権利と利害衝突があってはならない。	 

	 本法にいう先行デザインとは、出願日前に国内外で

公衆に知られているデザインを指す。	 

第 24 条（発明創造の新規性喪失の例外）	 

	 特許を出願する発明創造は、出願日前の 6 か月間に、次

第 24 条（発明創造の新規性喪失の例外）	 

	 特許を出願する発明創造は、出願日前の 6 か月間に、次
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に掲げる各号のいずれかに該当する情況があったときに

は新規性を喪失しない。	 

⑴中国政府が主催し又は承認した国際展示会に初めて出

品したとき	 

⑵規定の学術会議又は技術会議で初めて発表したとき	 

⑶他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたとき	 

に掲げる各号のいずれかに該当する情況があったときに

は新規性を喪失しない。	 

⑴中国政府が主催し又は承認した国際展示会に初めて出

品したとき	 

⑵規定の学術会議又は技術会議で初めて発表したとき	 

⑶他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたとき	 

第 25 条（特許権付与の例外）	 

	 次に掲げる各号のものには、特許権を付与しない。	 

⑴科学的発見	 

⑵知能活動の法則及び方法	 

⑶疾病の診断及び治療方法	 

⑷動物及び植物の品種	 

⑸原子核変換の方法により得られる物質	 

	 

	 

	 前項の第 4 号に掲げた製品の生産方法については、本法

の規定により特許権を付与することができる。	 

第 25 条（特許権付与の例外）	 

	 次に掲げる各号のものには、特許権を付与しない。	 

⑴科学的発見	 

⑵知能活動の法則及び方法	 

⑶疾病の診断及び治療方法	 

⑷動物及び植物の品種	 

⑸原子核変換の方法により得られる物質	 

⑹平面印刷物の模様もしくは色彩又は模様と色彩の

結合に対してなされた主として標識の役割を果す

デザイン	 

	 前項の第 4 号に掲げた製品の生産方法については、本法

の規定により特許権を付与することができる。	 

第 3 章	 特許の出願	 

第 26 条（発明及び実用新案特許の出願書類）	 

	 発明又は実用新案の特許を出願する場合は、願書、明細

書及びその要約並びに特許請求の範囲等の書類を提出し

なければならない。	 

	 願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者

の氏名、出願人の氏名又は名称、住所その他の事項を明記

しなければならない。	 

	 明細書では発明又は実用新案について、その属する技術

分野の技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全

な説明をしなければならない。必要なときは図面を添付す

るものとする。要約では発明又は実用新案の技術の要点を

簡潔に説明しなければならない。	 

	 特許請求の範囲では、明細書を根拠として、特許保護請

求の範囲を説明しなければならない。	 

第 3 章	 特許の出願	 

第 26 条（発明及び実用新案特許の出願書類）	 

	 発明又は実用新案の特許を出願する場合は、願書、明細

書及びその要約並びに特許請求の範囲等の書類を提出し

なければならない。	 

	 願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願

人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなけれ

ばならない。	 

	 明細書では発明又は実用新案について、その属する技術

分野の技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全

な説明をしなければならない。必要なときは図面を添付す

るものとする。要約では発明又は実用新案の技術の要点を

簡潔に説明しなければならない。	 

	 特許請求の範囲では、明細書を根拠として、特許保護請

求の範囲を明瞭かつ簡潔に限定しなければならない。	 

	 遺伝資源に依存して完成された発明創造について、

出願人は、特許出願書類の中でその遺伝資源の直接の

出所及び 初の出所を説明しなければならない。出願

人が 初の出所を説明できないときは、理由を説明し
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なければならない。	 

第 27 条（意匠特許の出願書類）	 

	 意匠特許を出願する場合には、願書及び当該意匠の図面

又は写真等の書類を提出し、かつその意匠を使用する

製品及びその属する分類を明記しなければならない。	 

第 27 条（意匠特許の出願書類）	 

	 意匠特許を出願する場合には、願書及び当該意匠の図面

又は写真及び当該意匠についての簡単な説明等の書類

を提出しなければならない。	 

	 出願人が提出する関連の図面又は写真は、特許保護

を請求する製品の意匠を明瞭に表示するものでなけ

ればならない。	 

第 28 条（出願日）	 

	 国務院特許行政部門が特許出願文書を受け付けた日を

出願日とする。出願文書が郵送される場合には、差出の消

印日を出願日とする。	 

第 28 条（出願日）	 

	 国務院特許行政部門が特許出願文書を受け付けた日を

出願日とする。出願文書が郵送される場合には、差出の消

印日を出願日とする。	 

第 29 条（出願の優先権）	 

	 外国で初めて発明又は実用新案の特許出願をした日か

ら 12 か月以内に、又は外国で初めて意匠の特許出願をし

た日から 6 か月以内に、出願人が中国で同一の主題につい

て特許出願をする場合は、その外国と中国が締結した協定

書又は共に加盟している国際条約に従い、もしくは相互に

優先権を承認する原則に従って、優先権を享有することが

できる。	 

	 出願人は中国で初めて発明又は実用新案の特許出願を

した日から 12 か月以内に、同一の主題について国務院特

許行政部門に特許出願をするときは、優先権を享有するこ

とができる。	 

第 29 条（出願の優先権）	 

	 外国で初めて発明又は実用新案の特許出願をした日か

ら 12 か月以内に、又は外国で初めて意匠の特許出願をし

た日から 6 か月以内に、出願人が中国で同一の主題につい

て特許出願をする場合は、その外国と中国が締結した協定

書又は共に加盟している国際条約に従い、もしくは相互に

優先権を承認する原則に従って、優先権を享有することが

できる。	 

	 出願人は中国で初めて発明又は実用新案の特許出願を

した日から 12 か月以内に、同一の主題について国務院特

許行政部門に特許出願をするときは、優先権を享有するこ

とができる。	 

第 30 条（優先権主張の手続）	 

	 出願人は、優先権を主張するときは、出願の際に書面に

よる申立を提出し、かつ 初に提出した特許出願文書の副

本を 3 か月以内に提出しなければならない。書面による申

立をしない、又は期限を過ぎても特許出願文書の副本を提

出しない場合は、優先権を主張していないものとみなす。	 

第 30 条（優先権主張の手続）	 

	 出願人は、優先権を主張するときは、出願の際に書面に

よる申立を提出し、かつ 初に提出した特許出願文書の副

本を 3 か月以内に提出しなければならない。書面による申

立をしない、又は期限を過ぎても特許出願文書の副本を提

出しない場合は、優先権を主張していないものとみなす。	 

第 31 条（特許出願の単一性）	 

	 1 件の発明又は実用新案の特許出願は、1 項目の発明又

は実用新案に限らなければならない。1 つの基本的発明構

想に属する 2 項目以上の発明又は実用新案は、1 件の出願

とすることができる。	 

1 件の意匠の特許出願は、1 種類の製品に使用する 1

第 31 条（特許出願の単一性）	 

	 1 件の発明又は実用新案の特許出願は、1 項目の発明又

は実用新案に限らなければならない。1 つの基本的発明構

想に属する 2 項目以上の発明又は実用新案は、1 件の出願

とすることができる。	 

	 1 件の意匠の特許出願は、1 項目の意匠に限らなければ
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項目の意匠に限らなければならない。同一分類でかつ 1 組

として販売又は使用する製品に使われる 2 項目以上の意

匠は、1 件の出願とすることができる。	 

	 

ならない。同一製品の 2 項目以上の類似の意匠、又は

同一分類でかつ 1 組として販売もしくは使用する製品に

使われる 2 項目以上の意匠は、1 件の出願とすることがで

きる。	 

第 32 条（特許出願の取下げ）	 

	 出願人は、特許権を付与される前には、随時その特許出

願を取り下げることができる。	 

第 32 条（特許出願の取下げ）	 

	 出願人は、特許権を付与される前には、随時その特許出

願を取り下げることができる。	 

第 33 条（補正）	 

	 出願人は、特許出願文書を補正することができる。但し、

発明及び実用新案特許の出願文書の補正は、もとの明細書

及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、意

匠特許の出願文書の補正は、もとの図面又は写真で表示さ

れた範囲を超えてはならない。	 

第 33 条（補正）	 

	 出願人は、特許出願文書を補正することができる。但し、

発明及び実用新案特許の出願文書の補正は、もとの明細書

及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、意

匠特許の出願文書の補正は、もとの図面又は写真で表示さ

れた範囲を超えてはならない。	 

第 4 章	 特許出願の審査及び認可	 

第 34 条（出願公開制度）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願を受け付けた後、

予備審査を経て本法の基準に合致していると認めるとき

は、出願の日から満 18 か月後に、直ちに公開する。国務

院特許行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期

に公開することができる。	 

第 4 章	 特許出願の審査及び認可	 

第 34 条（出願公開制度）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願を受け付けた後、

予備審査を経て本法の基準に合致していると認めるとき

は、出願の日から満 18 か月後に、直ちに公開する。国務

院特許行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期

に公開することができる。	 

第 35 条（出願の実体審査）	 

	 発明特許出願について、出願の日から 3 年以内に、国務

院特許行政部門は、出願人が任意の時期に提出する請求に

基づきその出願に対する実体審査を行うことができる。出

願人が正当な理由がなく期間を過ぎても実体審査を請求

しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなす。	 

	 国務院特許行政部門は、必要と認めるときは、自主的に

発明特許の出願について実体審査を行うことができる。	 

第 35 条（出願の実体審査）	 

	 発明特許出願について、出願の日から 3 年以内に、国務

院特許行政部門は、出願人が任意の時期に提出する請求に

基づきその出願に対する実体審査を行うことができる。出

願人が正当な理由がなく期間を過ぎても実体審査を請求

しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなす。	 

	 国務院特許行政部門は、必要と認めるときは、自主的に

発明特許の出願について実体審査を行うことができる。	 

第 36 条（出願人の資料提出義務）	 

発明特許の出願人が実体審査を請求するときは、出願日

前におけるその発明と関係ある参考資料を提出しなけれ

ばならない。	 

発明特許の出願がすでに外国でなされている場合は、国

務院特許行政部門は、出願人に対して、指定の期限までに、

当該国がその出願審査のために検索した資料又は審査結

果の資料を提出するよう求めることができる。正当な理由

がなく期限を過ぎても提出しない場合は、その出願は取り

第 36 条（出願人の資料提出義務）	 

	 発明特許の出願人が実体審査を請求するときは、出願日

前におけるその発明と関係ある参考資料を提出しなければ

ならない。	 

	 発明特許の出願がすでに外国でなされている場合は、国

務院特許行政部門は、出願人に対して、指定の期限までに、

当該国がその出願審査のために検索した資料又は審査結

果の資料を提出するよう求めることができる。正当な理由

がなく期限を過ぎても提出しない場合は、その出願は取り
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下げられたものとみなす。	 

	 

下げられたものとみなす。	 

第 37 条（実体審査後の意見陳述又は補正の要求）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願に対する実体審査

の結果、本法の規定に合致しないと認めた場合は、出願人

に通知し、指定の期限までに意見を陳述するか、又はその

出願を補正するよう求めなければならない。正当な理由が

なく、期限を過ぎても回答しない場合は、その出願は取り

下げられたものとみなす。	 

第 37 条（実体審査後の意見陳述又は補正の要求）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願に対する実体審査

の結果、本法の規定に合致しないと認めた場合は、出願人

に通知し、指定の期限までに意見を陳述するか、又はその

出願を補正するよう求めなければならない。正当な理由が

なく、期限を過ぎても回答しない場合は、その出願は取り

下げられたものとみなす。	 

第 38 条（出願の拒絶）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願が出願人の意見陳

述又は補正を経た後も、依然として本法の規定に合致しな

いと認めた場合は、これを拒絶しなければならない。	 

第 38 条（出願の拒絶）	 

	 国務院特許行政部門は、発明特許出願が出願人の意見陳

述又は補正を経た後も、依然として本法の規定に合致しな

いと認めた場合は、これを拒絶しなければならない。	 

第 39 条（発明特許権の付与）	 

	 発明特許出願について、実体審査の結果、拒絶理由が発

見されない場合には、国務院特許行政部門は、発明特許権

を付与する決定を行い、発明特許証を交付し、同時に登録

及び公告を行う。発明特許権は公告の日から効力を生じ

る。	 

第 39 条（発明特許権の付与）	 

	 発明特許出願について、実体審査の結果、拒絶理由が発

見されない場合には、国務院特許行政部門は、発明特許権

を付与する決定を行い、発明特許証を交付し、同時に登録

及び公告を行う。発明特許権は公告の日から効力を生じ

る。	 

第 40 条（実用新案特許権及び意匠特許権の付与）	 

	 実用新案及び意匠の特許出願について、予備審査の結

果、拒絶理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門

は、実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定を行

い、相応の特許証を交付し、同時に登録及び公告を行う。

実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生

じる。	 

第 40 条（実用新案特許権及び意匠特許権の付与）	 

	 実用新案及び意匠の特許出願について、予備審査の結

果、拒絶理由が発見されない場合は、国務院特許行政部門

は、実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定を行

い、相応の特許証を交付し、同時に登録及び公告を行う。

実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日から効力を生

じる。	 

第 41 条（出願拒絶決定に対する不服申立）	 

	 国務院特許行政部門には専利復審委員会を置く。特許出

願人は、国務院特許行政部門の出願拒絶の決定に不服があ

る場合、通知を受け取った日から 3 か月以内に専利復審委

員会に再審査を請求することができる。専利復審委員会

は、再審査の後、決定を行い、かつ特許出願人に通知する。	 

	 特許出願人は、専利復審委員会の再審査の決定に不服が

あるときは、通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法

院に提訴することができる。	 

第 41 条（出願拒絶決定に対する不服申立）	 

	 国務院特許行政部門には専利復審委員会を置く。特許出

願人は、国務院特許行政部門の出願拒絶の決定に不服があ

る場合、通知を受け取った日から 3 か月以内に専利復審委

員会に再審査を請求することができる。専利復審委員会

は、再審査の後、決定を行い、かつ特許出願人に通知する。	 

	 特許出願人は、専利復審委員会の再審査の決定に不服が

あるときは、通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法

院に提訴することができる。	 

第 5 章	 特許権の存続期間、消滅及び無効	 

第 42 条（存続期間）	 

第 5 章	 特許権の存続期間、消滅及び無効	 

第 42 条（存続期間）	 
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	 発明特許権の存続期間は 20 年、実用新案特許権及び意

匠特許権の存続期間は 10 年とし、いずれも出願の日から

起算する。	 

	 発明特許権の存続期間は 20 年、実用新案特許権及び意

匠特許権の存続期間は 10 年とし、いずれも出願の日から

起算する。	 

第 43 条（年金の納付）	 

	 特許権者は、特許権を付与された年から、年金を納付し

なければならない。	 

第 43 条（年金の納付）	 

	 特許権者は、特許権を付与された年から、年金を納付し

なければならない。	 

第 44 条（特許権の消滅）	 

	 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、特許権は期

間満了前に消滅する。	 

⑴規定された年金を納付していないとき	 

⑵特許権者が書面でその特許権の放棄を声明したとき	 

	 特許権が期間満了前に消滅したときは、国務院特許行政

部門が登録及び公告を行う。	 

第 44 条（特許権の消滅）	 

	 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、特許権は期

間満了前に消滅する。	 

⑴規定された年金を納付していないとき	 

⑵特許権者が書面でその特許権の放棄を声明したとき	 

	 特許権が期間満了前に消滅したときは、国務院特許行政

部門が登録及び公告を行う。	 

第 45 条（特許権無効宣告の請求）	 

	 国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、い

かなる単位又は個人も、その特許権の付与が本法の関係規

定に適合しないと認めた場合は、専利復審委員会にその特

許権の無効宣告を請求することができる。	 

第 45 条（特許権無効宣告の請求）	 

	 国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、い

かなる単位又は個人も、その特許権の付与が本法の関係規

定に適合しないと認めた場合は、専利復審委員会にその特

許権の無効宣告を請求することができる。	 

第 46 条（特許権無効宣告の決定）	 

	 専利復審委員会は、特許権無効宣告の請求について、遅

滞なく審査し、決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通

知しなければならない。特許権無効宣告の決定は、国務院

特許行政部門が登録及び公告を行う。	 

	 専利復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決

定に不服がある場合は、通知を受け取った日から 3 か月以

内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、無

効宣告申立手続の相手側当事者に第三者として訴訟に参

加するよう通知しなければならない。	 

第 46 条（特許権無効宣告の決定）	 

	 専利復審委員会は、特許権無効宣告の請求について、遅

滞なく審査し、決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通

知しなければならない。特許権無効宣告の決定は、国務院

特許行政部門が登録及び公告を行う。	 

	 専利復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決

定に不服がある場合は、通知を受け取った日から 3 か月以

内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、無

効宣告申立手続の相手側当事者に第三者として訴訟に参

加するよう通知しなければならない。	 

第 47 条（特許権無効宣告の効果）	 

	 無効宣告された特許権は初めから存在しなかったもの

とみなす。	 

	 特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告以前に人民法

院より出されかつすでに執行された特許権侵害の判決、裁

定、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処

分決定、並びにすでに履行された特許実施許諾契約及び特

許権譲渡契約については、遡及効を有しない。但し、特許

権者が悪意によって他人に損失を与えた場合は、これを賠

第 47 条（特許権無効宣告の効果）	 

	 無効宣告された特許権は初めから存在しなかったもの

とみなす。	 

	 特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告以前に人民法

院より出されかつすでに執行された特許権侵害の判決、調

解書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の

処分決定、並びにすでに履行された特許実施許諾契約及び

特許権譲渡契約については、遡及効を有しない。但し、特

許権者が悪意によって他人に損失を与えた場合は、これを
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償しなければならない。	 

	 前項の規定に従い、特許権者又は特許権譲渡人が特

許の実施許諾を受けた者又は特許権譲受人に特許使用

料又は特許権譲渡代金を返還しないことが明らかに公平

の原則に反する場合は、特許権者又は特許権譲渡人は、

特許の実施許諾を受けた者又は特許権譲受人に特許

使用料又は特許権譲渡代金の全部又は一部分を返還し

なければならない。	 

賠償しなければならない。	 

	 前項の規定に従い特許権侵害の賠償金、特許使用料、

特許権譲渡代金を返還しないことが明らかに公平の原則

に反する場合は、全部又は一部を返還しなければならな

い。	 

第 6 章	 特許実施の強制許諾	 

第 48 条（特許権実施許諾の請求）	 

	 実施する条件を備えた単位が合理的な条件によって

発明又は実用新案の特許権者にその特許の実施許諾

を求め、合理的な期間内にかかる許諾を得ることがで

きなかった場合は、国務院特許行政部門は、その単位

の申請に基づいて、その発明特許又は実用新案特許を実

施する強制許諾を与えることができる。	 

第 6 章	 特許実施の強制許諾	 

第 48 条（特許が十分に実施されていない場合等の強

制許諾）	 

	 次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合、

国務院特許行政部門は、実施する条件を備えた単位又は

個人の申請に基づいて、発明特許又は実用新案特許を実

施する強制許諾を与えることができる。	 

⑴特許権を付与された日から満 3 年が経過し、かつ特

許出願の日から満 4 年が経過し、特許権者が正当な

理由なくその特許を実施せず、又は十分に実施して

いない場合	 

⑵特許権者が特許権を行使する行為が、法により独占

行為であると認定され、競争に対する当該行為の不

利な影響を取り除き又は減少させるためである場

合	 

第 49 条（緊急事態及び公共目的の強制許諾）	 

	 国に緊急事態又は非常事態が生じたとき、又は公共の利

益の目的のために、国務院特許行政部門は、発明特許又は

実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。	 

第 49 条（緊急事態及び公共目的の強制許諾）	 

	 国に緊急事態又は非常事態が生じたとき、又は公共の利

益の目的のために、国務院特許行政部門は、発明特許又は

実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。	 

第 50 条（公共の健康目的の薬品の強制許諾）	 

	 公共の健康の目的のため、特許権を取得した薬品に

ついて、国務院特許行政部門は、製造及びその中華人

民共和国が加盟する関連の国際条約の規定に合致す

る国又は地域への輸出につき強制許諾を与えること

ができる。	 

第 50 条（先行特許の強制許諾）	 

	 特許権を取得した発明又は実用新案が、以前に特許権を

取得している発明又は実用新案に比べ経済的意義の顕著

な重要な技術進歩を遂げており、しかもその実施が前の発

第 51 条（先行特許の強制許諾）	 

	 特許権を取得した発明又は実用新案が、以前に特許権を

取得している発明又は実用新案に比べ経済的意義の顕著

な重要な技術進歩を遂げており、しかもその実施が前の発
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明又は実用新案の実施に依存している場合は、国務院特許

行政部門は、後の特許権者の申請に基づき、前の発明又は

実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。	 

	 前項の規定により実施の強制許諾を与えた場合におい

て、国務院特許行政部門は、前の特許権者の申請に基づき、

後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えること

もできる。	 

明又は実用新案の実施に依存している場合は、国務院特許

行政部門は、後の特許権者の申請に基づき、前の発明又は

実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。	 

	 前項の規定により実施の強制許諾を与えた場合におい

て、国務院特許行政部門は、前の特許権者の申請に基づき、

後の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えること

もできる。	 

	 第 52 条（半導体技術の強制許諾）	 

	 強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、

その実施は公共利益の目的及び本法第 48 条第 2 号に

規定する状況に限られる。	 

第 53 条（強制許諾の目的上の制限）	 

	 本法第 48 条第 2 号、第 50 条の規定により与える強

制許諾を除き、強制許諾の実施は、主に国内市場の需

要を満たすためでなければならない。	 

第 51 条（強制許諾申請者の証明責任）	 

	 本法の規定により強制許諾を申請する単位又は個人は、

合理的な条件によって特許権者と実施許諾契約を締結

できなかったことの証明を提示しなければならない。	 

第 54 条（強制許諾申請者の証明責任）	 

	 本法第 48 条第 1 号、第 51 条の規定により強制許諾を

申請する単位又は個人は、証拠を提出し、自己が合理的

な条件によって特許権者に特許実施の許諾を請求した

が、合理的期間内に許諾を得られなかったことを証明

しなければならない。	 

第 52 条（強制許諾を与える決定）	 

	 国務院特許行政部門が行った強制許諾を与える決定は、

遅滞なく特許権者に通知し、かつ登録及び公告を行わなけ

ればならない。	 

	 実施の強制許諾を与える決定は、強制許諾の理由に基づ

いて実施の範囲及び期間を定めなければならない。強制許

諾の理由が消滅し、かつ再び生じない場合は、国務院特許

行政部門は、特許権者の請求に基づき、審査の上で実施の

強制許諾の終了を決定しなければならない。	 

第 55 条（強制許諾を与える決定）	 

	 国務院特許行政部門が行った強制許諾を与える決定は、

遅滞なく特許権者に通知し、かつ登録及び公告を行わなけ

ればならない。	 

	 実施の強制許諾を与える決定は、強制許諾の理由に基づ

いて実施の範囲及び期間を定めなければならない。強制許

諾の理由が消滅し、かつ再び生じない場合は、国務院特許

行政部門は、特許権者の請求に基づき、審査の上で実施の

強制許諾の終了を決定しなければならない。	 

第 53 条（強制許諾の内容）	 

	 実施の強制許諾を取得した単位又は個人は、独占的実施

権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しな

い。	 

第 56 条（強制許諾の内容）	 

	 実施の強制許諾を取得した単位又は個人は、独占的実施

権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しな

い。	 

第 54 条（強制許諾の使用料）	 

	 実施の強制許諾を取得した単位又は個人は、特許権者

に合理的な使用料を支払わなければならず、その額は双

第 57 条（強制許諾の使用料）	 

	 実施の強制許諾を取得した単位又は個人は、特許権者に

合理的な使用料を支払い、又は中華人民共和国が加盟す



 228 

方が協議して決める。双方が合意に達しない場合は、国務

院特許行政部門が裁決する。	 

る関連の国際条約の規定に従い使用料の問題を処理

しなければならない。使用料を支払う場合、その額は双

方が協議して決める。双方が合意に達しないときは、国務

院特許行政部門が裁決する。	 

第 55 条（強制許諾決定及び使用料裁決に対する不服申立）	 

	 特許権者は国務院特許行政部門による実施の強制許諾

に関する決定に不服があるとき、特許権者及び実施の強制

許諾を得た単位又は個人は国務院特許行政部門による実

施の強制許諾の使用料に関する裁決に不服があるときは、

通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法院に提訴す

ることができる。	 

第 58 条（強制許諾決定及び使用料裁決に対する不服申立）	 

	 特許権者は国務院特許行政部門による実施の強制許諾

に関する決定に不服があるとき、特許権者及び実施の強制

許諾を得た単位又は個人は国務院特許行政部門による実

施の強制許諾の使用料に関する裁決に不服があるときは、

通知を受け取った日から 3 か月以内に人民法院に提訴す

ることができる。	 

第 7 章	 特許権の保護	 

第 56 条（特許権の保護範囲）	 

	 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の

内容を基準とし、明細書及び添付図面を請求項の解釈に用

いることができる。	 

	 意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真に示された当

該意匠の特許製品を基準とする。	 

第 7 章	 特許権の保護	 

第 59 条（特許権の保護範囲等）	 

	 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の

内容を基準とし、明細書及び添付図面を請求項の内容の

解釈に用いることができる。	 

	 意匠の特許権の保護範囲は、図面又は写真に示された当

該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、図面又は写

真に示された当該製品の意匠の解釈に用いることが

できる。	 

第 57 条（人民法院への提訴及び特許業務管理部門への処

理請求、新製品の製造方法の同一性の推定）	 

	 特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわちそ

の特許権を侵害して、紛争が生じたときには、当事者が協

議して解決する。協議を望まず、又は協議が調わないとき

には、特許権者又は利害関係人は、人民法院に提訴するこ

とができるほか、特許業務管理部門に処理を求めることも

できる。特許業務管理部門は、処理に際し、権利侵害行為

の成立を認めたときには、権利侵害者に権利侵害行為の即

時差止を命じることができる。当事者は不服がある場合

は、処理の通知を受け取った日から 15 日以内に「中華人

民共和国行政訴訟法」によって、人民法院に提訴すること

ができる。権利侵害者が期間が満了しても提訴せず、侵害

行為も停止しない場合は、特許業務管理部門は、人民法院

に強制執行を申し立てることができる。処理を行う特許業

務管理部門は、当事者の申立に応じて、特許権侵害の賠償

額について調解することができる。調解が調わなかったと

きには、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」により人

第 60 条（人民法院への提訴及び特許業務管理部門へ

の処理請求）	 

	 特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわちそ

の特許権を侵害して、紛争が生じたときには、当事者が協

議して解決する。協議を望まず、又は協議が調わないとき

には、特許権者又は利害関係人は、人民法院に提訴するこ

とができるほか、特許業務管理部門に処理を求めることも

できる。特許業務管理部門は、処理に際し、権利侵害行為

の成立を認めたときには、権利侵害者に権利侵害行為の即

時差止を命じることができる。当事者は不服がある場合

は、処理の通知を受け取った日から 15 日以内に「中華人

民共和国行政訴訟法」によって、人民法院に提訴すること

ができる。権利侵害者が期間が満了しても提訴せず、侵害

行為も停止しない場合は、特許業務管理部門は、人民法院

に強制執行を申し立てることができる。処理を行う特許業

務管理部門は、当事者の申立に応じて、特許権侵害の賠償

額について調解することができる。調解が調わなかったと

きには、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」により人



 229 

民法院に提訴することができる。	 

	 

	 

	 特許権侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に係る

ときは、同様の製品を製造する単位又は個人は、その製品

の製造方法が特許の方法と異なることの証明を提供しな

ければならない。実用新案特許に係るときは、人民法院又

は特許業務管理部門は、特許権者に対し、国務院特許行政

部門が出した検索報告の提出を求めることができる。	 

民法院に提訴することができる。	 

第 61 条（新製品の製造方法の場合の立証責任の転換、

実用新案又は意匠の特許権評価報告）	 

	 特許権侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に係る

ときは、同様の製品を製造した単位又は個人は、その製品

の製造方法が特許の方法と異なることの証明を提供しな

ければならない。	 

	 特許権侵害紛争が実用新案特許権又は意匠特許権に

係るときは、人民法院又は特許業務管理部門は、特許権

侵害紛争の審理、処理の証拠として、特許権者又は利

害関係人に対し、国務院特許行政部門が実用新案又は意

匠について検索、分析及び評価後に出した特許権評価

報告の提出を求めることができる。	 

	 

	 

第 62 条（公知技術の抗弁）	 

	 特許権侵害紛争において、権利侵害で訴えられた者

がその実施した技術又はデザインが先行技術又は先

行デザインに該当することを証明する証拠を有して

いる場合には、特許権の侵害を構成しない。	 

第 58 条（特許冒用者に対する民事責任、行政罰及び刑事

責任）	 

	 他人の特許を冒用したときは、法によって民事責任を

負うほか、特許業務管理部門が是正を命じ、かつ公告を行

い、違法所得を没収する。あわせて違法所得の 3 倍以下の

過料に処することもできる。違法所得がないときは、5 万

元以下の過料に処すことができる。犯罪を構成するとき

は、法によって刑事責任を追及する。	 

第 63 条（特許冒用者に対する民事責任、行政罰及び刑事

責任）	 

	 特許を冒用したときは、法によって民事責任を負うほ

か、特許業務管理部門が是正を命じ、かつ公告を行い、違

法所得を没収する。あわせて違法所得の 4 倍以下の過料に

処することもできる。違法所得がないときは、20 万元以

下の過料に処すことができる。犯罪を構成するときは、法

によって刑事責任を追及する。	 

第 59 条（特許製品又は特許の方法と偽った者に対す

る行政罰）	 

	 非特許製品を特許製品と偽ったとき、又は非特許の

方法を特許の方法と偽ったときは、特許業務管理部門

が是正を命じ、かつ公告を行うほか、5 万元以下の過

料に処すこともできる。	 

【削除】	 
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	 第 64 条（特許冒用行為に係る特許業務管理部門の調

査等の権限）	 

	 特許業務を管理する部門は、既に取得した証拠に基

づき、特許冒用の疑いのある行為につき調査・処分を

行う際、関係する当事者に質問し、違法の疑いのある

行為に関連する状況を調査することができ、当事者に

よる違法の疑いのある行為の場所について実地検査

を行い、違法の疑いのある行為に関連する契約、領収

書、帳簿及びその他の関連資料を調査閲覧及び複製

し、違法の疑いのある行為に関連する製品を検査し、

特許の冒用を証明する証拠のある製品については、封

印し、又は差し押さえることができる。	 

	 特許業務を管理する部門が法により前項に規定す

る職権を行使する際、当事者は、これに協力しなけれ

ばならず、これを拒絶し、妨害してはならない。	 

第 60 条（特許権侵害の賠償額）	 

	 特許権侵害の賠償額は、権利者が権利侵害に起因して受

けた損失、又は権利侵害者が権利侵害に起因して得た利

益によって確定する。権利を侵害された者の損失又は権

利侵害者の得た利益の確定が難しいときには、当該特許の

使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。	 

第 65 条（特許権侵害の賠償額）	 

	 特許権侵害の賠償額は、権利者が権利侵害に起因して受

けた実際の損失により確定し、実際の損失の確定が難

しい場合は、権利侵害者が権利侵害に起因して得た利益

によって確定することができる。権利者の損失又は権利

侵害者の得た利益の確定が難しい場合は、当該特許の使用

許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。賠償額には

更に、権利者が権利侵害行為を阻止するために支払っ

た合理的な支出を含めなければならない。	 

	 権利者の損失、権利侵害者の得た利益及び特許の使

用許諾料の確定がいずれも難しい場合は、人民法院は

特許権の類型、権利侵害行為の性質及び情状等の要素

に基づき、1 万元以上 100 万元以下の賠償を確定する

ことができる。	 

第 61 条（人民法院への訴訟前差止及び財産保全措置の申

立）	 

特許権者又は利害関係人は、他人がその特許権を侵害

する行為を実施しており、又は実施しようとしていること

を証明する証拠があり、直ちに差し止めなければ、その合

法的権益が回復困難な損害を受ける可能性があるときは、

提訴に先立って人民法院に関係行為の差止命令及び財産

保全措置を行うよう申し立てることができる。	 

	 

第 66 条（人民法院への訴訟前差止の申立）	 

	 特許権者又は利害関係人は、他人が特許権を侵害する行

為を実施しており、又は実施しようとしていることを証明

する証拠があり、直ちに差し止めなければその合法的権益

が回復困難な損害を受ける可能性があるときは、提訴に先

立って人民法院に関係行為の差止命令措置を行うよう申

し立てることができる。	 

	 申立人は、申立に際して担保を提供しなければなら

ず、担保を提供しない場合には、申立を却下する。	 
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	 人民法院は、前項の申立を処理するときは、「中華

人民共和国民事訴訟法」第 93 条から第 96 条まで及び

第 99 条の規定を適用する。	 

	 人民法院は、申立を受けてから 48 時間内に裁定を

しなければならず、特別な事情により延長を必要とす

る場合には、48 時間延長することができる。関連行

為の差止命令を裁定した場合は、直ちに執行しなけれ

ばならない。当事者は、裁定に不服のある場合は、不

服審査を 1 回申し立てることができ、不服審査期間に

おいて裁定の執行は停止しない。	 

	 人民法院が関連行為の差止命令の措置をとった日

から 15 日以内に提訴しない場合は、人民法院は当該

措置を解除しなければならない。	 

	 申立に誤りがあった場合には、申立人は、被申立人

が関連行為の差止めにより被った損失を賠償しなけ

ればならない。	 

第 67 条（人民法院への訴訟前証拠保全の申立）	 

	 特許権侵害行為を阻止するため、証拠が滅失し又は

後では得られないおそれがある場合、特許権者又は利

害関係人は提訴する前に、人民法院に証拠保全を申し

立てることができる。	 

	 人民法院が保全措置をとる場合には、申立人に担保

の提供を命ずることができる。申立人が担保を提供し

ない場合には、申立を却下する。	 

	 人民法院は、申立を受けてから 48 時間内に裁定を

しなければならず、保全措置をとる裁定をした場合

は、直ちに執行しなければならない。	 

人民法院が保全措置をとった日から 15 日以内に申

立人が提訴しない場合は、人民法院は当該措置を解除

しなければならない。	 

	 

第 62 条（訴訟時効）	 

	 特許権侵害の訴訟の時効は 2 年とし、特許権者又は利害

関係人が侵害行為を知った、又は知り得べき日から起算す

る。	 

	 発明特許出願が公開されてから特許権が付与されるま

でにその発明が使用され、適当な使用料が支払われなかっ

た場合、特許権者が使用料の支払を求める訴訟時効は 2 年

とし、特許権者が、他人がその発明を使用したことを知っ

た、又は知り得べき日から起算する。但し、特許権者が特

許権付与日の前にすでに知った、又は知り得べきであった

第 68 条（訴訟時効）	 

	 特許権侵害の訴訟時効は 2 年とし、特許権者又は利

害関係人が侵害行為を知った、又は知り得べき日から起算

する。	 

	 発明特許出願が公開されてから特許権が付与されるま

でにその発明が使用され、適当な使用料が支払われなかっ

た場合、特許権者が使用料の支払を求める訴訟時効は 2 年

とし、特許権者が、他人がその発明を使用したことを知っ

た、又は知り得べき日から起算する。但し、特許権者が特

許権付与日の前にすでに知った、又は知り得べきであった
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ときは、特許権付与日から起算する。	 ときは、特許権付与日から起算する。	 

第 63 条（特許権侵害とみなされない場合、賠償責任を負

わない場合）	 

	 次の各号のいずれかに該当するときは、特許権の侵害と

みなさない。	 

⑴特許権者が製造し、輸入し、もしくは特許権者の許諾

を得て製造し、輸入した特許製品又は特許の方法によ

って直接得られた製品が販売された後に、当該製品を使

用し、販売を申し出、又は販売する場合	 

⑵特許出願日の前にすでに同一製品を製造し、同一の方法

を使用し、又は製造、使用に必要な準備をすでに整えて

おり、かつ従前の範囲内において製造、使用を継続する

場合	 

⑶中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手

段が、その属する国と中国が締結した協議もしくは共に

加盟している国際条約に従い、又は互恵原則に従い、輸

送手段自体の必要上その装置及び設備に関係特許を使

用する場合	 

⑷専ら科学研究及び実験のために関係特許を使用する場

合	 

	 

	 

	 

	 

	 特許権者の許諾を受けずに製造されかつ販売された特

許製品又は特許の方法によって直接得られた製品で

あることを知らずに、生産及び営業の目的で使用し、又は

販売し、その製品の合法的な供給源を証明できるときは、

賠償責任を負わない。	 

第 69 条（特許権侵害とみなされない場合）	 

	 

	 次の各号のいずれかに該当するときは、特許権の侵害と

みなさない。	 

⑴特許製品又は特許の方法によって直接得られた製品が

特許権者又はその許諾を得た単位もしくは個人に

より販売された後に、当該製品を使用し、販売を申し出、

販売し、又は輸入する場合	 

⑵特許出願日の前にすでに同一製品を製造し、同一の方

法を使用し、又は製造、使用に必要な準備をすでに整

えており、かつ従前の範囲内において製造、使用を継

続する場合	 

⑶中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手

段が、その属する国と中国が締結した協議もしくは共に

加盟している国際条約に従い、又は互恵原則に従い、輸

送手段自体の必要上その装置及び設備に関係特許を使

用する場合	 

⑷専ら科学研究及び実験のために関係特許を使用する場

合	 

⑸行政審査認可に必要な情報を提供するために特許

薬品又は特許医療機器を製造、使用、輸入する場合

及び専らそのために特許薬品又は特許医療機器を

製造、輸入する場合	 

第 70 条（賠償責任を負わない場合）	 

	 特許権者の許諾を受けずに製造されかつ販売された特

許権侵害製品であることを知らずに、生産及び営業の目

的で使用し、販売を申し出、又は販売し、当該製品の合

法的な供給源を証明できるときは、賠償責任を負わない。	 

第 64 条（外国出願による機密漏洩）	 

	 本法第 20 条の規定に違反して外国に特許を出願し、国

の重要機密を漏らした場合は、所属単位又は上級の主管機

関が行政処分を行う。犯罪を構成するときは、法によって

刑事責任を追及する。	 

第 71 条（外国出願による機密漏洩）	 

	 本法第 20 条の規定に違反して外国に特許を出願し、国

の重要機密を漏らした場合は、所属単位又は上級の主管機

関が行政処分を行う。犯罪を構成するときは、法によって

刑事責任を追及する。	 

第 65 条（非職務発明創造の権利侵害行為に対する行政処

分）	 

	 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び

第 72 条（非職務発明創造の権利侵害行為に対する行政処

分）	 

	 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び
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本法に規定するその他の権利を侵害した場合は、所属単位

又は上級の主管機関が行政処分を行う。	 

本法に規定するその他の権利を侵害した場合は、所属単位

又は上級の主管機関が行政処分を行う。	 

第 66 条（特許業務管理部門の営業活動の禁止）	 

	 特許業務管理部門は、社会に特許製品を推薦する等の営

業活動に関与してはならない。	 

特許業務管理部門が前項の規定に違反した場合は、その

上級機関又は監察機関が是正を命じ、影響を取り除き、違

法所得があるときはこれを没収する。情状が重いときに

は、直接責任のある主管者及びその他の直接責任者に対し

て法により行政処分を行う。	 

	 

第 73 条（特許業務管理部門の営業活動の禁止）	 

	 特許業務管理部門は、社会に特許製品を推薦する等の営

業活動に関与してはならない。	 

特許業務管理部門が前項の規定に違反した場合は、その

上級機関又は監察機関が是正を命じ、影響を取り除き、違

法所得があるときはこれを没収する。情状が重いときに

は、直接責任のある主管者及びその他の直接責任者に対し

て法により行政処分を行う。	 

	 

第 67 条（国家機関職員の不正行為）	 

	 特許管理業務に携わる国家機関の職員及びその他の関

係国家機関の職員が職務を怠慢し、職権を濫用し、私利の

ために不正行為を行い、犯罪を構成するときには、法によ

り刑事責任を追及する。犯罪を構成しないときには、法に

より行政処分を行う。	 

第 74 条（国家機関職員の不正行為）	 

	 特許管理業務に携わる国家機関の職員及びその他の関

係国家機関の職員が職務を怠慢し、職権を濫用し、私利の

ために不正行為を行い、犯罪を構成するときには、法によ

り刑事責任を追及する。犯罪を構成しないときには、法に

より行政処分を行う。	 

第 8 章	 附則	 

第 68 条（手数料の納付）	 

	 国務院特許行政部門に特許を出願する場合及びその他

の手続を行う場合は、規定に従って手数料を納付しなけれ

ばならない。	 

第 8 章	 附則	 

第 75 条（手数料の納付）	 

	 国務院特許行政部門に特許を出願する場合及びその他

の手続を行う場合は、規定に従って手数料を納付しなけれ

ばならない。	 

第 69 条（施行日）	 

	 本法は 1985 年 4 月 1 日より施行する。	 

第 76 条（施行日）	 

	 本法は 1985 年 4 月 1 日より施行する。	 
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資料３	 特許法関連の主な司法解釈（和訳）	 
 
１	 特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定	 

（ 高人民法院審判委員会 2001 年 6 月 19 日制定、2001 年 6 月 22 日公布、2001 年 7 月 1 日施行）	 

	 

特許紛争事件を正確に審理するため、「中華人民共和国民法通則」（以下「民法通則」という）、「中華人民共和

国特許法」（以下「特許法」という）、「中華人民共和国民事訴訟法」及び「中華人民共和国行政訴訟法」等の規定

に基づき、下記の規定を定める。	 

	 

第 1 条（特許紛争事件）	 

人民法院は、下記の特許紛争事件を受理する。	 

⑴特許出願権に関する紛争事件	 

⑵特許権の帰属に関する紛争事件	 

⑶特許権及び特許出願権の譲渡契約に関する紛争事件	 

⑷特許権の侵害に関する紛争事件	 

⑸他人の特許の冒用に関する紛争事件	 

⑹発明特許の出願の公布後から、特許権の授与前における使用料に関する紛争事件	 

⑺職務発明創作の発明者及び創作者への奨励及び報酬に関する紛争事件	 

⑻訴訟前の侵害行為差止及び財産保全の申立に関する事件	 

⑼発明者及び創作者の資格に関する紛争事件	 

⑽出願拒絶決定を維持するという専利復審委員会の再審査決定を不服とする事件	 

⑾特許権の無効宣告請求に関する専利復審委員会の決定を不服とする事件	 

⑿国務院特許行政部門による裁定実施権の決定を不服とする事件	 

⒀国務院特許行政部門による裁定実施料についての裁定を不服とする事件	 

⒁国務院特許行政部門の行政不服申立決定を不服とする事件	 

⒂特許管理部門の行政決定を不服とする事件	 

⒃その他の特許に関する紛争事件	 

	 

第 2 条（一審管轄）	 

第一審の特許紛争に関する事件は、各省、自治区及び直轄市の人民政府の所在地の中級人民法院並びに 高人民

法院の指定する中級人民法院が管轄する。	 

	 

第 3 条（2001 年 7 月 1 日以降の取消請求に関する再審査決定を不服とする訴え）	 

当事者が、専利復審委員会が 2001 年 7 月 1 日以降に出した、実用新案及び意匠特許権の取消請求に関する再審査

決定を不服とし、人民法院に訴訟を提起する場合、人民法院は、これを受理しない。	 

	 

第 4 条（2001 年 7 月 1 日以降の出願拒絶決定維持の再審査決定等を不服とする訴え）	 
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当事者が、専利復審委員会が 2001 年 7 月 1 日以降に出した、実用新案及び意匠特許の出願拒絶決定を維持すると

いう再審査決定、又は実用新案特許権及び意匠特許権の無効宣告請求に関する決定を不服とし、人民法院に訴訟

を提起する場合、人民法院は、これを受理しなければならない。	 

	 

第 5 条（土地管轄）	 

特許権侵害による提訴は、侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。	 

侵害行為地とは、次に掲げるものを含む。侵害を訴えられている発明及び実用新案特許権に関係する製品の製造、

使用、販売の申出、販売及び輸入等の行為の実施地。特許方法の使用行為の実施地は当該特許方法により直接得

た製品の使用、販売の申出、販売及び輸入等の行為の実施地による。意匠特許製品の製造、販売及び輸入等の行

為の実施地。他人特許冒用行為の実施地。上記の侵害行為による侵害結果の発生地。	 

	 

第 6 条（製造地と販売地が異なる場合）	 

原告が、権利を侵害した製品製造者のみを提訴し、販売者に対する訴訟を提起せず、かつ侵害製品の製造地と販

売地が一致しない場合、製造地の人民法院が管轄権を有する。製造者と販売者を共同被告として訴訟を提起する

場合、販売地の人民法院が管轄権を有する。	 

販売者が製造者の支店等（原文は「分支機構」）で、原告が販売地において侵害製品製造者の製造及び販売行為を

提訴する場合、販売地の人民法院が管轄権を有する。	 

	 

第 7 条（方法発明特許に関する訴訟）	 

原告が、1993 年 1 月 1 日以前に提出した特許出願に基づき、又は当該出願により授与された方法発明特許権に基

づいて権利侵害訴訟を提起する場合、本規定第 5 条及び第 6 条の規定を参照して管轄を定める。	 

人民法院は、上記事件の実体審理においては、法律に従い、方法発明特許は製品に及ばないとの規定を適用する。	 

	 

第 8 条（原告の検索報告提出、被告の無効宣告請求）	 

実用新案特許権の侵害で訴訟を提起する原告は、訴訟を提起する際に国務院特許行政部門が出す検索報告を提出

しなければならない。	 

実用新案及び意匠特許権の侵害に関する紛争事件の被告が、訴訟中止の申立をする場合、答弁期間内において原

告の特許権に対し無効宣告の請求を提出しなければならない。	 

	 

第 9 条（答弁期間内の無効宣告請求による訴訟手続停止）	 

人民法院が受理する実用新案及び意匠特許権の侵害に関する紛争事件で、被告が答弁期間内において当該特許権

の無効宣告を請求した場合、人民法院は訴訟を中止しなければならないが、次の各号に掲げる状況のいずれかに

合致する場合、訴訟を中止しないこともできる。	 

⑴原告が提出する検索報告において、実用新案特許権の新規性及び創意性の喪失を引き起こす技術文献が発見さ

れていない場合	 

⑵被告の提供する証拠が、使用している当該技術はすでに公知であるということを十分に証明している場合	 

⑶被告が当該特許権の無効宣告を請求するために提出した証拠又は根拠となる理由が、明らかに不十分である場

合	 
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⑷人民法院が、訴訟を中止すべきでないと認めるその他の事由	 

	 

第 10 条（答弁期間満了後の無効宣告請求による訴訟手続停止の禁止）	 

人民法院が受理する実用新案及び意匠特許権の侵害に関する紛争事件で、被告が答弁期間満了後に当該特許権の

無効宣告を請求した場合、人民法院は訴訟を中止してはならない。但し、審査により訴訟を中止する必要がある

と認める場合を除く。	 

	 

第 11 条（訴訟手続停止の禁止の例外）	 

人民法院が受理する発明特許権の侵害に関する紛争事件又は専利復審委員会の審査を経て特許権を維持した実用

新案及び意匠特許権の侵害紛争事件で、被告が答弁期間内に当該特許権の無効宣告を請求した場合、人民法院は、

訴訟を中止しないことができる。	 

	 

第 12 条（訴訟手続停止に伴う措置）	 

人民法院が訴訟の中止を決定するとき、特許権者又は利害関係者が、被告の関係行為の停止又は侵害行為による

損害の継続的拡大を制止するためのその他の措置を講じることを請求し、かつ担保を提供した場合、人民法院が

審査をした結果、関連法律規定に合致する場合、人民法院は、裁定で訴訟を中止すると同時に、併せて関連裁定

を出すことができる。	 

	 

第 13 条（財産保全）	 

人民法院は、特許権に対し財産保全を行う場合、国務院特許行政部門に執行協力通知書を送付しなければならず、

当該通知書には要求する執行協力事項及び特許権の保全期限を記載し、かつ人民法院の出す裁定書を添付しなけ

ればならない。	 

特許権の保全期間は、一度に 6 か月を超えてはならず、国務院特許行政部門が執行協力通知書を受領した日から

起算する。当該特許権に対しなお引き続き保全措置を講じる必要がある場合、人民法院は、保全期間満了前に国

務院特許行政部門に対し別途継続保全のための執行協力通知書を送達しなければならない。保全期間満了前に送

達されない場合、当該特許権に対する財産保全は、自動的に解除されたものとみなす。	 

人民法院は、質権を設定している特許権に対して財産の保全措置を講じることができ、質権者の優先弁済権は、

保全措置の影響を受けない。特許権者がライセンシーとすでに結んでいる特許の独占実施許諾契約は、人民法院

が当該特許権に対して財産保全を講じることに影響しない。	 

人民法院は、すでに保全措置を講じている特許権に対して、再び保全措置を講じてはならない。	 

	 

第 14 条（職務発明の権利帰属に関する特例）	 

2001 年 7 月 1 日以前に所属する単位の物質技術条件を利用して完成した発明創作は、当該単位と発明者又は創作

者が契約を結んでおり、特許を出願する権利及び特許権の帰属について約定がある場合、その約定に従う。	 

	 

第 15 条（合法的権益の保護）	 

人民法院が受理する特許権侵害に関する紛争事件で、訴訟当事者の権利が抵触する場合、法律に従って先に権利

を享有している当事者の合法的な権益を保護しなければならない。	 
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第 16 条（先に得た合法的権利の定義）	 

特許法第 23 条にいう先に得た合法的権利とは、商標権、著作権、企業名称権、肖像権及び著名商品特有の包装又

は装飾使用権等を含む。	 

	 

第 17 条（特許権の保護範囲、均等論）	 

特許法第 56 条第 1 項にいう「発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、説明書及

び添付図面は権利請求の解釈に使うことができる」とは、特許権の保護範囲は、権利請求書に明確に記載されて

いる必要技術特徴により確定される範囲を基準としなければならず、必要技術特徴と均等な特徴により確定され

る範囲も含むことをいう。	 

均等な特徴とは、記載されている技術特徴と基本的に同一の手段を用いており、基本的に同一の機能を実現し、

基本的に同一の効果を達成し、かつその領域の一般技術員が創造的な労働を経ずして連想することのできる特徴

をいう。	 

	 

第 18 条（経過規定）	 

特許権侵害行為が 2001 年 7 月 1 日以前に発生した場合、改正前の特許法の規定を適用して民事責任を追及する。

2001 年 7 月 1 日以降に発生した場合、改正後の特許法の規定を適用して民事責任を追及する。	 

	 

第 19 条（特許冒用者の民事責任）	 

他人の特許を冒用した場合、人民法院は特許法第 58 条の規定に従い民事責任を追及することができる。特許管理

部門が行政処罰を与えていない場合は、人民法院は民法通則第 134 条第 3 項の規定に従い民事制裁を加えること

ができ、適用される民事過料額は、特許法第 58 条の規定を参照して決定することができる。	 

	 

第 20 条（賠償額の計算）	 

人民法院は、特許法第 57 条第 1 項の規定に従い侵害行為者の賠償責任を追及する場合、権利者の請求に基づき、

権利者が侵害行為により受けた損失又は侵害行為者が侵害行為により得た利益に応じて、賠償額を決定すること

ができる。	 

権利者が侵害行為により受けた損失は、特許権者の特許製品が侵害行為により被った販売量減少の総量に個々の

特許製品の合理的な利潤所得を乗ずることによって計算することができる。権利者の販売量減少の総量を確定す

ることが難しい場合、侵害製品の市場における販売総量に個々の特許製品の合理的な利潤所得を乗じたものを、

権利者が侵害行為により被った損失とみなすことができる。	 

侵害行為者が侵害行為により得た利益は、当該侵害製品の市場における販売総量に個々の侵害製品の合理的な利

潤所得を乗じることによって計算することができる。侵害行為者が侵害行為により得た利益は、通常、侵害行為

者の営業利潤によって計算し、完全に侵害行為を業としていた侵害行為者については、販売利潤によって計算す

ることができる。	 

	 

第 21 条（損失又は利益の認定が困難である場合）	 

被侵害者の被った損失又は侵害行為者の得た利益を認定することが難しいが、ライセンスフィーを参照すること
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ができる場合、人民法院は、特許権の種類、侵害行為者による侵害行為の性質及び情状、ライセンスフィーの額、

並びに当該特許権付与の性質、範囲及び存続期間等の要素に基づき、当該特許のライセンスフィーの 1 倍から 3

倍の額を参考にして合理的な賠償額を決定することができる。参照できるライセンスフィーがない場合、又はラ

イセンスフィーが明らかに不合理である場合は、人民法院は、特許権の種類並びに侵害行為者による侵害行為の

性質及び情状等の要素に基づき、通常 5,000 人民元以上 30 万人民元以下の間で賠償額を決定し、多くとも 50 万

人民元を超えてはならない。	 

	 

第 22 条（調査及び侵害行為差止のための合理的費用）	 

人民法院は、権利者の請求及び具体的な事件内容に基づき、権利者が調査及び侵害行為の差止のために支払った

合理的な費用を賠償額の中に算入することができる。	 

	 

第 23 条（訴訟時効）	 

特許権侵害に関する訴訟の時効は 2 年とし、特許権者もしくは利害関係者が侵害行為を知った日又は知りうべき

日から起算する。権利者が 2 年を過ぎてから訴訟を提起した場合、侵害行為が訴訟提起時に依然継続しており、

かつ当該特許権が有効期間内であれば、人民法院は、被告の侵害行為の差止判決をしなければならず、侵害行為

による損害賠償額は、権利者が人民法院に対し訴訟を提起した日から 2 年間を遡って推計しなければならない。	 

	 

第 24 条（販売の申出の定義）	 

特許法第 11 条及び第 63 条にいう販売の申出とは、広告、店頭のショーウィンドーでの陳列又は展覧販売会への

出展等の形式をもって、商品販売の意思表示をすることをいう。	 

	 

第 25 条（特許管理部門が侵害の有無を認定した事件の審査）	 

人民法院の受理する特許権侵害に関する紛争事件で、すでに特許管理部門が侵害又は不侵害認定を出している場

合においても、人民法院は、当事者の訴訟請求に対し全面的に審査を行わなくてはならない。	 

	 

第 26 条（過去の関連規定との優劣）	 

過去の関連司法解釈と本規定が抵触するときは、本規定による。	 
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２	 特許権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干問題についての解釈	 

（ 高人民法院 2009 年 12 月 21 日制定、2009 年 12 月 28 日公布、2010 年 1 月 1 日施行）	 

	 

	 特許権侵害紛争事件を正確に審理するため、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国民事訴訟法」等の関連

法律規定に基づき、審判の実情を踏まえ、本解釈を制定する。	 

	 

第 1 条（発明・実用新案の特許権の保護範囲等）	 

	 人民法院は、権利者が主張する請求項に基づき、特許法第 59 条第 1 項の規定に従い特許権の保護範囲を確定し

なければならない。権利者が一審法廷弁論終了前にその主張する請求項を変更する場合、人民法院は、これを許

可しなければならない。	 

	 権利者が従属請求項をもって特許権保護範囲を確定することを主張する場合、人民法院は、当該従属請求項に

記載される付加の技術的特徴及びその引用する請求項に記載される技術的特徴をもって、特許権の保護範囲を確

定しなければならない。	 

	 

第 2 条（発明・実用新案の請求項内容の確定）	 

	 人民法院は、請求項の記載に基づき、当該分野の一般技術者が明細書及び添付図面を閲読した後の請求項に対

する理解を踏まえ、特許法第 59 条第 1 項に定める請求項の内容を確定しなければならない。	 

	 

第 3 条（発明・実用新案の請求項の解釈）	 

	 人民法院は、請求項について、明細書及び添付図面、特許請求の範囲の関連請求項、特許審査書類を用いて解

釈することができる。明細書において請求項の用語に特別の定義がある場合、その特別な定義に従う。	 

	 上記方法をもって請求項の意味を依然として明確にすることができない場合、参考書、教科書等の公知の文献

及び当該分野の一般技術者の通常の理解を踏まえて解釈することができる。	 

	 

第 4 条（発明・実用新案の請求項の技術的特徴の内容の確定）	 

	 請求項において機能又は効果をもって示される技術的特徴について、人民法院は、明細書及び添付図面が描写

する当該機能又は効果の具体的な実施方法及びその均等の実施方法を考慮し、当該技術的特徴の内容を確定しな

ければならない。	 

	 

第 5 条（発明・実用新案の請求項に記載のない技術案）	 

	 明細書又は添付図面のみにおいて描写され、請求項において記載のない技術案について、権利者が特許権侵害

紛争事件においてそれを特許権保護範囲に含める場合、人民法院はこれを支持しない。	 

	 

第 6 条（禁反言）	 

	 特許出願人、特許権者が特許権付与又は無効宣告の手続において、請求項、明細書に対する補正又は意見陳述

を通じて放棄した技術案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを再び特許権保護範囲に含める場

合、人民法院はこれを支持しない。	 
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第 7 条（発明・実用新案の侵害の判断方法）	 

	 人民法院は、権利侵害で訴えられた技術案が特許権の保護範囲に該当するか否かについて判定する際には、権

利者が主張する請求項に記載される全ての技術的特徴を審査しなければならない。	 

	 権利侵害で訴えられた技術案が請求項に記載される全ての技術的特徴と同一又は均等の技術的特徴を含む場合、

人民法院は、それが特許権の保護範囲に該当すると認定しなければならない。権利侵害で訴えられた技術案の技

術的特徴が請求項に記載される全ての技術的特徴と比較して、請求項に記載される一つ以上の技術的特徴を欠く

場合、又は一つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもない場合、人民法院は、それが特許権の保護範囲に該当し

ないと認定しなければならない。	 

	 

第 8 条（意匠の侵害の判断方法）	 

	 意匠特許製品と同一又は類似する種類の製品において、特許権を付与された意匠と同一又は類似の意匠を採用

する場合、人民法院は、権利侵害で訴えられたデザインが特許法第 59 条第 2 項に定める意匠特許権の保護範囲に

該当すると認定しなければならない。	 

	 

第 9 条（意匠の用途の確定）	 

	 人民法院は、意匠製品の用途に基づき、製品種類が同一又は類似であるか否かを認定しなければならない。製

品の用途の確定においては、意匠の簡単な説明、国際意匠分類表、製品の機能及び製品の販売、実際の使用情況

等の要素を参考にすることができる。	 

	 

第 10 条（意匠の同一・類似の判断水準）	 

	 人民法院は、意匠特許製品の一般消費者の知識水準及び認知能力をもって、意匠が同一又は類似であるか否か

を判断しなければならない。	 

	 

第 11 条（意匠の同一・類似の判断方法）	 

	 人民法院は、意匠が同一又は類似であるか否かを認定する場合、特許権を付与された意匠、権利侵害で訴えら

れたデザインのデザイン的特徴に基づき、意匠の全体の視覚効果をもって総合的に判断しなければならない。主

に技術的機能により決定されるデザイン的特徴及び全体の視覚効果に影響を及ぼさない製品材料、内部構造等の

特徴は、これを考慮しないものとする。	 

	 以下の情況は、通常は意匠の全体の視覚効果に対し、より影響がある。	 

(1)その他の部位に対して、製品の正常使用時に直接観察されやすい部位	 

(2)特許権を付与された意匠のその他のデザイン的特徴に対して、特許権を付与された意匠の先行デザインと異な

るデザイン的特徴	 

	 権利侵害で訴えられたデザインと特許権を付与された意匠の間に、全体の視覚効果上、差異がない場合、人民

法院は、両者が同一であると認定しなければならない。全体の視覚効果上、実質的な差異がない場合、両者が類

似であると認定しなければならない。	 

	 

第 12 条（特許権を侵害する製品を部品とする場合）	 
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	 発明又は実用新案特許権を侵害する製品を部品とし、他の製品を製造する場合、人民法院は、特許法第 11 条に

定める使用行為に該当すると認定しなければならない。当該他の製品を販売する場合、人民法院は、特許法第 11

条に定める販売行為に該当すると認定しなければならない。	 

	 意匠特許権を侵害する製品を部品とし、他の製品を製造し販売する場合、人民法院は、特許法第 11 条に定める

販売行為に該当すると認定しなければならない。但し、意匠特許権を侵害する製品が当該他の製品において技術

的機能のみを備える場合はこの限りではない。	 

	 前二項に定める情況について、権利侵害で訴えられた者の間に作業分担協力が存在する場合、人民法院は、共

同の権利侵害と認定しなければならない。	 

	 

第 13 条（特許方法により直接得られた製品）	 

	 特許方法を使用して得た 初の製品について、人民法院は、特許法第 11 条に定める特許方法により直接得られ

た製品に該当すると認定しなければならない。	 

	 上記 初の製品をさらに加工、処理し後続製品を得る行為について、人民法院は、特許法第 11 条に定める特許

方法により直接得られた製品の使用に該当すると認定しなければならない。	 

	 

第 14 条（公知技術・公知デザイン）	 

	 特許権保護範囲に該当すると訴えられた全ての技術的特徴が、一つの先行技術案の相応する技術的特徴と同一

であり、又は実質的な差異がない場合、人民法院は、権利侵害で訴えられた者の実施する技術が特許法第 62 条に

定める先行技術に該当すると認定しなければならない。	 

	 権利侵害で訴えられたデザインが一つの先行デザインと同一であり、又は実質的な差異がない場合、人民法院

は、権利侵害で訴えられた者の実施するデザインが特許法第 62 条に定める先行デザインに該当すると認定しなけ

ればならない。	 

	 

第 15 条（先使用権）	 

	 権利侵害で訴えられた者が不法に取得した技術又はデザインをもって先使用権の抗弁を主張する場合、人民法

院はこれを支持しない。	 

	 次の各号のいずれかに該当するときは、人民法院は、特許法第 69 条第 2 号に定める製造、使用に必要な準備を

すでに整えていることに該当すると認定する。	 

(1)発明創造の実施に必要な主要技術図面又は生産技術文書をすでに完成させている場合	 

(2)発明創造の実施に必要な主要設備又は原材料をすでに製造又は購入している場合	 

	 特許法第 69 条第 2 号に定める従前の範囲には、特許出願日前にすでにある生産規模、及び既存の生産設備を利

用し、又は既存の生産準備に基づき達成することができる生産規模が含まれる。	 

	 先使用権者が特許出願日後にそれがすでに実施し、又は実施に必要な準備を整えた技術又はデザインについて

譲渡又は他人への実施許諾を行い、権利侵害で訴えられた者が当該実施行為は従前の範囲内での実施の継続に該

当すると主張する場合、人民法院はこれを支持しない。但し、当該技術又はデザインが従前の企業と一括譲渡又

は承継された場合はこの限りではない。	 

	 

第 16 条（賠償額の合理的確定）	 
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	 人民法院が特許法第 65 条第 1 項の規定に従い権利侵害者が権利侵害により得た利益を確定するときは、権利侵

害者が特許権を侵害する行為により得た利益に限定しなければならない。その他の権利により発生した利益は、

合理的に差し引かなければならない。	 

	 発明、実用新案特許権を侵害する製品が他の製品の部品である場合、人民法院は、当該部品自体の価値及びそ

の完成品の利益の実現における作用等の要素に基づき合理的に賠償金額を確定しなければならない。	 

	 意匠特許権を侵害する製品が包装物である場合、人民法院は、包装物自体の価値及びその包装される製品の利

益の実現における作用等の要素に基づき合理的に賠償金額を確定しなければならない。	 

	 

第 17 条（新製品）	 

	 製品又は製品製造の技術案が特許出願日前に国内外で公衆に知られている場合、人民法院は、当該製品が特許

法第 61 条第 1 項に定める新製品に該当しないと認定しなければならない。	 

	 

第 18 条（非侵害確認訴訟の前提条件）	 

	 権利者が他人に対し特許権侵害の警告を発送し、警告された者又は利害関係者が書面にて権利者に訴訟権の行

使を催告し、権利者が当該書面による催告を受領した日から 1 か月以内又は書面による催告が発送された日から

2 か月以内に、権利者が警告の撤回も訴訟の提起も行わず、警告された者又は利害関係者が人民法院にその行為

が特許権を侵害しないことの確認を求める訴訟を提起した場合、人民法院はこれを受理しなければならない。	 

	 

第 19 条（経過規定）	 

	 特許権侵害で訴えられた行為が 2009 年 10 月 1 日前に発生した場合、人民法院は改正前の特許法を適用する。

2009 年 10 月 1 日以降に発生した場合、人民法院は改正後の特許法を適用する。	 

	 特許権侵害で訴えられた行為が 2009 年 10 月 1 日前に発生し、2009 年 10 月 1 日以降まで継続しており、改正

前及び改正後の特許法の規定に従い権利侵害者がいずれも賠償責任を負うべきである場合、人民法院は改正後の

特許法を適用し賠償金額を確定する。	 

	 

第 20 条（優先適用）	 

	 本院が以前に公布した関連の司法解釈が本解釈と一致しない場合、本解釈に準じるものとする。	 
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資料４	 中国特許権侵害訴訟チェックリスト	 
 

段階 原告 被告 

侵害訴訟に備え

る段階 
□特許出願・登録 
□調査会社への調査委託 
□特許権の有効性の確認 
□被告の侵害行為の調査、証拠収集 
□損害賠償額に係る調査、証拠収集 
□弁護士、特許代理人の選任、相談 
□行政摘発、訴訟提起、刑事告訴、税

関差止め等の法的手段の選択 

□特許出願・登録 
□中国の特許調査、非侵害の確認 
□先使用権の証拠化 
□公知公用技術についての実用新案

権又は意匠権の登録 
□公知公用技術についての公証 

警告状の段階 □警告状の要否、文面の検討 □警告状の内容の確認、検討、証拠

収集 
□特許権の有効性の確認 
□無効宣告請求の検討 
□被告の侵害行為の調査、証拠収集 
□損害賠償額に係る調査、証拠収集 
□対抗手段（カウンター）の検討 
□抗弁の検討 
□弁護士、特許代理人の選任、相談 
□非侵害確認訴訟提起の検討 

訴訟提起の段階 □提訴すべき管轄人民法院の検討 
□共同被告の要否の検討 
□訴状の作成・提出 
□証拠の提出 
□証拠保全、財産保全、訴訟前差止の

検討 

□訴状送達の適法性の検討 
□裁判管轄の適法性の検討 
□訴状記載内容の検討、証拠収集 
□答弁状の作成・提出 
□証拠の提出 
□反訴提起の検討 

訴訟審理の段階 □主張・証拠の追加的検討 
□証拠の原本の準備 
□代理詩の作成・提出 

□主張・証拠の追加的検討 
□証拠の原本の準備 
□代理詩の作成・提出 

判決言渡しの段

階 
□判決内容の検討 
□上訴の要否の検討 

□判決内容の検討 
□上訴の要否の検討 

判決執行の段階 □執行の準備 □執行への対応 
注：いずれの段階においても、原告も被告も、和解交渉があり得る。 
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