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Ⅰ	 基本事項	 
 

１	 中国の法制度の体系	 

 
（1）憲法、法律、行政法規、地方性法規等	 

 
中国は大陸法系の国家であり、成文法がその法律の も主たる表現形式である。いわゆる判例

法の法域と異なり、裁判所（中国語では「人民法院」）の判決は、中国では他の類似事件の審理に

おいて参考とされるにとどまる。また、社会主義国でありながら市場経済を志向していることか

ら、法律にも、「社会主義的」な要素（例えば、三権分立ではなく民主集中制を基本とする憲法体

制、土地の公有制、行政機関による許認可を要すること等）と、他の市場経済国家と同様の「市

場主義的」な要素とが混在しており、中国法の大きな特徴となっている。 
立法法は、中国の法律文書を、憲法、法律、行政法規、地方性法規及び規則等に分けている。

そのうち、全国的範囲で施行されるものには、憲法、法律、行政法規、部門規則がある（立法法

7 条、56 条、71 条）。全国人民代表大会とその常務委員会が中国の立法機関である（憲法 58 条、

立法法 7 条）。ここで制定されるものが狭義の「法律」である。さらに中央政府である国務院（日

本の内閣に相当）が制定する行政法規がある。これは「条例」という名称のものが多い。上記以

外に、国務院の構成部門である部や委員会（日本の省庁に相当）が制定する多数の規則がある。

概念としては「部門規則（中国語では「部門規章」）」と呼ばれるが、実際には規則、規定、実施

細則等の名称が付けられている。 
中国はピラミッド構造の中央集権国家である。全国を「省レベル」に分け、それぞれの省を「市・

県レベル」に分け、さらにこれらを「郷・鎮レベル」に分けている。それぞれのレベルに人民代

表大会と人民政府がある。省・自治区・直轄市及び比較的大きな市（省・自治区の人民政府の所

在地、経済特区の所在地、国務院が認可した市）の人民代表大会及びその常務委員会が「地方性

法規」を制定し、これらの人民政府が「地方政府規則」を制定している（立法法 63 条及び 73 条）。

このように、地方の法令といっても地方性法規と地方政府規則の 2 種類があることに注意が必要

である。 
	 全国的範囲では、上記法律文書の優先順位は、憲法、法律、行政法規、部門規則の順である（立

法法 78 条、79 条）。省レベル、市レベルの行政区画内では、地方性法規が地方政府規則に優先す

る（立法法 80 条）。全国と地方との関係では、憲法、法律、行政法規が地方性法規に優先し、地

方性法規と部門規則とが矛盾する場合は、国務院から全国人民代表大会常務委員会に裁定を求め

る（立法法 86 条）。 
 
（2）司法解釈	 

 
中国の場合、上記の法令のほかに、立法機関ないし行政機関が制定した法令が実際にどう適用

されるかについて 高人民法院（日本の 高裁判所に相当）が司法解釈を示すことが頻繁に行わ

れている。日本の場合、具体的な事件について裁判所が法律を適用して判断を下し、そして個々
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の判決例の積み重ねがいわゆる判例という形で形成されていく。日本の 高裁判所は個別の事件

と離れて法律の解釈を示すことはない。これに対し、中国の場合は、過去に下された個々の判決

例は重要な意味を有さず、むしろ 高人民法院がどのように法律を解釈して、どのような司法解

釈を出すかが重要である。司法解釈は法令ではないが、事実上、 高人民法院の司法解釈は裁判

官の個別事件に対する審理を直接指導する意義がある。しかも、 高人民法院の解釈は下級の人

民法院を拘束し、一般的に裁判官は 高人民法院の司法解釈を非常に重視する。このため、実際、

司法解釈は法令同様の機能を果たしており、実務、特に知的財産権実務において非常に重要な位

置を占めている。 
また、各地方の人民法院が難事件を審理する際に 高人民法院に具体的な法律条項の意味の解

釈又は適用すべき法令を問い合せ、 高人民法院がこれに対して回答を行うこともある。その回

答は当該事件については指導的な役割を果たし、他の類似事件にとっては参考としての価値があ

る。 
司法解釈は司法実務と密接に関連していることが多く、かかる特徴は司法解釈の名称にもみら

れる。司法解釈文書の名称には統一された形式がなく、「○○の適用に係る若干問題に関する意見」

とか、「○○の適用に関わる若干問題に関する解釈」とか、「○○の審理に関する若干の規定」と

か、「○○座談会の紀要」とか、「○○の回答」等の名称がみられる。 
 
２	 特許権侵害訴訟に係る法律体系	 

 
（1）民事訴訟法及び関連法令	 

 
中国の民事訴訟法は、1991 年 4 月 9 日に制定・公布されたが、2007 年 10 月 28 日に改正が行

われ、2008 年 4 月 1 日より改正法が施行されている。本書で民事訴訟法の条文を引用する場合、

原則として、2007 年に改正された民事訴訟法を指す。 
同法は、全 28 章 268 条より構成されている。中国の民事訴訟法では、職権主義的な規定が比

較的多く存在すること、原則として二審制が採用されていること等の点で日本法とは異なってい

る。 
特許侵害紛争に係る民事訴訟法関連の現行の主な法律、行政法規、部門規則及び司法解釈には、

次のものがある。 
 
特許侵害紛争に係る民事訴訟法関連の現行の主な法律、行政法規、部門規則及

び司法解釈 

 
名称 公布/改正日 施行日 公布単位 

民事訴訟法（第一次改正） 2007.10.28 2008.04.01 全国人民代表大会

常務委員会 

訴訟費用納付規則	 2006.12.19 2007.04.01 国務院	 

民事訴訟法の適用に関する若干問題について 1991.04.01 1991.04.01 高人民法院 
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の意見 

人民法院の執行に関する若干問題についての

規定（試行）	 
1998.07.08 1998.07.18 高人民法院 

民事訴訟証拠に関する若干規定	 2001.12.21 2002.04.01 高人民法院 

渉外民商事事件の訴訟管轄に関する若干問題

についての規定	 
2002.02.25 2002.03.01 高人民法院 

人民法院の民事調解手続の若干問題に関する

規定	 
2004.09.16 2004.11.01 高人民法院 

人民法院の民事執行における財産の封印・差

押・凍結に関する規定	 
2004.11.04 2005.01.01 高人民法院 

渉外民事又は商事事件の司法文書送達に関す

る若干規定	 
2006.08.10 2006.08.22 高人民法院 

人民法院の執行の公開に関する若干規定	 2006.12.23 2007.01.01 高人民法院 

人民法院の執行事件処理の若干の期限に関す

る規定	 
2006.12.23 2007.01.01 高人民法院 

全国各省、自治区、直轄市の高級人民法院及

び中級人民法院の第一審民商事事件管轄基準	 
2008.03.31 2008.04.01 高人民法院 

民事事件の審理における訴訟時効制度の適用

に関する若干問題についての規定	 
2008.08.21 2008.09.01 高人民法院 

民事訴訟法の執行手続の適用における若干問

題に関する解釈	 
2008.11.03 2009.01.01 高人民法院 

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	 
2008.11.25 2008.12.01 高人民法院 

「民事訴訟証拠に関する若干規定」における

証拠申出期間規定の適用に関する通知	 
2008.12.11 2008.12.11 高人民法院 

民事再審申立事件の受理及び審査に関する若

干意見	 
2009.04.27 2009.04.27 高人民法院 

 
（2）特許法及び関連法令	 

 
中国の特許法（中国語では「専利法」）は、発明特許（中国語では「発明専利」）、実用新案特

許（中国語では「実用新型専利」）、意匠特許（中国語では「外観設計専利」）の 3 種類の特許に

ついて規定を置いている1。同法は、1985 年に施行され、1992 年、2000 年及び 2008 年に改正

されている。2000 年の改正は、TRIPS 協定に規定されている特許権保護の義務を具体化したも

のである。2008 年の改正は、前 2 回の改正の経験を取り入れ、実務上の問題を勘案して、旧法

                                                   
1 なお、本書では、原則として、中国語の「知識産権」を「知的財産権」、中国語の「専利」を「特許」と和訳し

ているが、組織名については中国語原文どおりとしている（例えば、「国家知識産権局」等）。 
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に存在した多くの不合理な部分を修正するとともに、関連司法解釈に規定されていた内容を正式

に法律の形式で規定したものである。本書で特許法の条文を引用する場合、原則として、2008
年に改正された特許法を指す。 

特許法実施細則（中国語では「専利法実施細則」）は、特許法に関連する重要な行政法規である。

当該細則は 2001 年に制定され、2002 年に初めての改正があり、2010 年には特許法の 2008 年改

正の内容に合わせるために改正された。本書で特許法実施細則の条文を引用する場合、原則とし

て、2010 年に改正された特許法実施細則を指す。 
中国は、パリ条約、特許協力条約、国際特許分類協定、ブタペスト条約、TRIPS 協定に加盟し

ている。このほかに、国家知識産権局（以前の国家専利局）が「特許審査指南」（中国語では「専

利審査指南」）、「特許行政法律執行規則」等を公布し、 高人民法院が「特許紛争案件の審理にお

ける法律適用問題に関する若干の規定」等の一連の司法解釈を公布している。以上のように、中

国では、基本的な特許法制度は整えられているといえよう。但し、日本法と比べると、条文数が

相対的に少なく、そのため解釈・運用による裁量の幅が広いことが特徴として挙げられる。 
特許侵害紛争に係る特許法関連の現行の主な法律、行政法規、部門規則及び司法解釈には、下

表のものがある。	 

 
特許侵害紛争に係る特許法関連の現行の主な法律、行政法規、部門規則及び司

法解釈 

 
名称 公布/改正日 施行日 公布単位 

特許法（第三次改正） 2008.12.27 2009.10.01 全国人民代表大会

常務委員会 

特許代理条例 1991.04.01 1991.04.01 国務院 

特許法実施細則（第二次改正） 2010.01.09 2010.07.01 国務院 

知的財産権税関保護条例 2010.03.24 2010.04.01 国務院 

特許代理管理規則 2003.06.06 2003.07.15 国家知識産権局 

特許強制実施許諾規則 2003.06.13 2003.07.15 国家知識産権局 

特許権質権設定登記規則 2010.08.26 2010.10.01 国家知識産権局 

特許実施許諾契約届出管理規則 2001.12.17 2002.01.01 国家知識産権局 

特許行政法律執行規則 2010.12.29 2011.02.01 国家知識産権局 

特許出願行為の規範化に関する若干規定 2007.08.27 2007.10.01 国家知識産権局 

改正後の特許法の施行における経過措置に関

する規則	 

2009.09.29 2009.10.01 国家知識産権局	 

改正後の特許法施行の関連事項についての通

知	 

2009.09.29 2009.10.01 国家知識産権局	 

特許審査指南 2010.01.21 2010.02.01 国家知識産権局 

改正後の特許法実施細則の実施に関する経過 2010.01.21 2010.02.01 国家知識産権局	 
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規則	 

知的財産権税関保護条例実施規則 2009.03.03 2009.07.01 税関総署 

全国一部人民法院による知的財産権裁判業務

座談会に関する要録 

1998.07.20 

 

1998.07.20 高人民法院 

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 

2001.06.07 

 

2001.07.01 高人民法院 

全国人民法院による知的財産権裁判業務会議

の技術契約紛争事件の審理における若干問題

に関する要録の配布に関する通知 

2001.06.19 

 

2001.06.19 

 

高人民法院 

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 

2001.06.22 

 

2001.07.01 

 

高人民法院 

技術契約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  

2004.12.16 

 

2005.01.01 

 

高人民法院 

特許、商標権等の付与、権利確定類の知的財

産権行政事件の審理の分業に関する規定 

2009.06.22 

 

2009.07.01 

 

高人民法院 

改正後の特許法の学習、徹底についての通知	 2009.09.27 2009.10.1 高人民法院	 

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 

2009.12.28 

 

2010.01.01 

 

高人民法院 

地方各級人民法院の第一審知的財産権民事事

件の管轄基準の調整に関する通知 

2010.01.28 2010.02.01 高人民法院 

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	 

2011.12.16 2011.12.16 高人民法院	 

 
特許法が 2008 年に改正され、改正特許法が 2009 年 10 月 1 日より施行されたが、改正前及び

改正後の特許法の適用関係は、下表のとおりである（「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」19 条、「改正後の特許法の学習、徹底についての通知」2 条）。 
 

2008 年改正前及び改正後の特許法の適用関係 

 
特許権侵害を訴えられた行為が 2009 年 10
月 1 日より前に発生した場合 

2008 年改正前の特許法を適用 

特許権侵害を訴えられた行為が 2009 年 10
月 1 日以降に発生した場合 

2008 年改正後の特許法を適用 

特許権侵害を訴えられた行為が 2009 年 10
月より前に発生し、2009 年 10 月 1 日以降ま

2008 年改正後の特許法を適用し賠償金額を

確定 
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で継続しており、2008 年改正前及び改正後

のいずれの特許法の規定でも権利侵害者が

賠償責任を負うべきである場合 

	  
「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」19 条は、上表のとお

り、特許権侵害を訴えられた行為の「発生」した時点を基準としているが、発生時点を確定する

ためには実体審理において証拠を吟味する必要があり、「出願」時基準や「提訴」時基準と比べて、

運用上の不明確さが残ると思われる。なお、「改正後の特許法実施細則の実施に関する経過規則」

は、「出願」時基準を原則としている（2 条）。また、「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」と 高人民法院が以前に公布した司法解釈が一致しない場合は、「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」に従う（20 条）。 
 
３	 中国の人民法院、裁判官及び司法試験等	 

 

（1）人民法院の組織、管轄	 

 

	 中国では、中央レベルに 高人民法院（「人民法院」は裁判所を意味する）がおかれ、これが

高の裁判機関として 終審査権を持ち、全国で発生する民事、刑事、行政事件に対して管轄権を

有している。各省レベル（自治区及び直轄市を含む）の行政区画には高級人民法院がおかれ、そ

の管轄区域内の比較的大きな市には中級人民法院がおかれ、中級人民法院の管轄区域内の県レベ

ルの行政区画には基層人民法院がおかれている。各人民法院は、その所在する行政区画内の民事、

刑事、行政事件に対して独立の裁判権を有している。但し、 高人民法院は地方の各級人民法院

に対し、上級人民法院は下級人民法院に対し、それぞれ裁判監督権を有している。 
日本と異なり、中国は 高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院の四級二審

制である。通常の民事事件は、基層人民法院が管轄し、判決書の送達後 15 日以内に上訴しなけ

れば直ちに法的効力が生じる。上訴が提起された場合は、中級人民法院が第二審として審理を行

い、ここで出される判決が終審判決となり、直ちに法的効力が生じる。金額が比較的大きい事件、

影響が比較的大きい事件、又は管轄が指定されている事件は、中級人民法院が第一審を、高級人

民法院が第二審を担当する。 
	 当事者は、効力を生じた判決について新たな証拠が出てきた場合、又は裁判官に不正があった

等の場合、その上級人民法院に再審を申し立てることができる。人民法院の認可を得た上で、原

審人民法院又は上級人民法院（ 高人民法院を含む）にて再審を行うことができる。 
特許に係る事件には、主として特許民事訴訟及び特許行政訴訟が含まれる。このうち特許行政

訴訟に関しては、被告が北京にある専利復審委員会（中国語では「専利复審委員会」）であること

から、 高人民法院は、専利復審委員会の所在地を管轄する北京市第一中級人民法院を第一審事

件の管轄人民法院に指定しており、その上訴事件は北京市高級人民法院が管轄する。特許民事訴

訟の第一審事件は、「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」2 条に基づ

き、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
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中級人民法院が管轄する。具体的には、北京、上海、天津の 3 直轄市では、それぞれの第一中級

人民法院及び第二中級人民法院が各自の管轄区内の特許民事事件を担当し、重慶市では、第一中

級人民法院及び第五中級人民法院が重慶市の特許民事事件を担当する。この他の地域では、 高

人民法院の指定する中級人民法院が管轄区内の特許民事事件を管轄する場合を除き、当該省・区

の特許民事事件は、すべて省・区人民政府所在地の中級人民法院が管轄する。ちなみに、基層人

民法院は商標・著作権等その他の知的財産権関連訴訟を管轄する権利があるが、特許関連紛争の

第一審事件は浙江省義烏市にある基層人民法院（全市の範囲内で発生した 500 万元以下の実用新

案及び意匠侵害訴訟のみを管轄できる）を除き、全て中級人民法院により管轄される。 
 
（2）合議体、事件の振分け、審判委員会	 

	 

日本と異なり、中国は、人民法院による事件の審理において「裁判官独立の原則」をとらず、

「人民法院独立の原則」をとっている。憲法 126 条は、人民法院は、法律の規定により独立して

裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けないと定めている。人民法院組

織法 4 条にもまったく同じ規定がある。実務上、同一の人民法院による類似事件の審理結果はお

おむね一致しなければならないとされているが、別の人民法院による類似事件の審理結果は異な

る可能性があるし、完全に相反することもありうる。裁判実務における合議制、事件の振分け、

審判委員会の各制度が、「人民法院独立の原則」の制度的裏付けとなっている。 
 
Ａ	 合議制	 

中国の民事裁判は、合議制と裁判官一人による単独制がある。裁判官一人による単独制は、簡

易裁判手続に適用される。一方、通常裁判手続及び第二審は、いずれも合議制によって審理され

ることになる。特許権侵害訴訟等の知的財産権関連訴訟では、すべて合議制が適用される。 
民事訴訟法 40 条 1 項、41 条 1 項により、人民法院は、第一審及び第二審の民事事件を審理す

る場合に、裁判官（中国語では「法官」）、陪審員によって構成される合議廷、又は裁判官だけで

構成される合議廷を構成する。合議廷の構成員数は、奇数でなければならない。合議廷の裁判長

は、人民法院の院長又は廷長が 1 名の裁判官を指名して担当させ、院長又は廷長が合議廷を構成

する場合は、院長又は廷長が裁判長となる（民事訴訟法 42 条）。 
特許権侵害訴訟においては、特に技術的難易度の高い事件では、人民法院が技術専門家（例え

ば、大学の教授等）を陪審員として招き、裁判に参加させることがある。このような技術専門家

たる陪審員は、専門家証人等のような訴訟参与人ではなく、裁判官と同じように裁判を行う側の

立場になる。技術専門家が陪審員として裁判に参加することにより、合議廷における他の構成員

の技術的内容に対する理解を補い、事件の正確な審理が行われることが期待されている。 
 
Ｂ	 事件の振分け	 

特許侵害訴訟事件は、技術的専門性及び法律的専門性が高く、裁判官に高い法律的能力及び知

識が求められる上、専門の技術専門家又は科学研究機構を事件の審理に加わらせる必要があるこ

とが多く、一般の民商事事件とはかなり異なっている。このため、比較的発展している都市の中
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級人民法院しか受理できないと規定されている（「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）。これらの中級人民法院の知識産権廷（地方によって、民事第三審判廷又

は民事第五審判廷という名称の場合もある）が審理を担当する。 
北京市第一中級人民法院の知識産権廷は、管轄地域内の特許、商標等の侵害訴訟事件のほか、

専属管轄により特許、商標等の知的財産権に係る行政事件を審理する。「特許、商標権等の付与、

権利確定類の知的財産権行政事件の審理の分業に関する規定」1 条によれば、これらの行政事件

は北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院及び 高人民法院の知識産権廷によって審理さ

れる。なお、これらの人民法院の行政審判廷は、知識産権局、工商局、版権局の行政処罰に対す

る行政訴訟を審理する（「特許法」第 60 条、「商標法」第 50 条、「著作権法」第 56 条）。 
 
Ｃ	 審判委員会	 

	 合議廷が事件を評議する場合には、多数決の原則が採用されている（民事訴訟法 43 条）。中国

の司法実務においては、重要な案件において、裁判官が審判委員会の意見を聞くということがよ

く行われている。審判委員会は、各級人民法院内に設けられており、裁判の経験を総括し、重大

事件又は難事件及びその他の裁判活動に関わる問題を検討する（人民法院組織法 10 条 1 項）。審

判委員会の会議は、人民法院の院長が主宰する（同条 2 項）。 
 
（3）司法試験	 

  
  中国の司法試験は、国が統一して管理する、特定の法律職業に従事するための資格試験である。

初めて、裁判官、検察官又は弁護士資格を取得しようとする者は、司法試験に合格しなければな

らない。司法試験の前身は弁護士（律師）資格試験であり、2002 年より「司法試験」と改名され

た（「司法部による『弁護士資格試験規則』の廃止に関する決定」、2001 年 7 月 12 日公布・施行）。

司法試験は、毎年１回、9 月に実施される。試験範囲には、理論法学、応用法学、現行法の規定、

法律実務及び法律職業道徳が含まれる。試験は全部で４つの部分に分かれており、そのうち第 1

部分から第 3 部分は選択式問題、第 4 部分は記述式による実例（事件又は訴訟の実例）の分析問

題であり、法律文書の作成を含む。司法試験は全国で統一された問題及び採点方法を実施してお

り、成績は司法部国家司法試験弁公室が公表する。  
司法試験に出願する者は、中華人民共和国の国籍を有すること、「中華人民共和国憲法」を擁護

し、選挙権及び被選挙権を有すること、完全な民事行為能力を有すること、品行方正であること、

高等教育機関法律専攻の本科を卒業し、又は高等教育機関非法律専攻の本科を卒業し法律の専門

知識を有すること等の要件を満たしていなければならない。また、一般の高等教育機関の翌年度

の本科卒業生も出願することができ、教育部留学サービスセンターの認証を受けた香港、マカオ、

台湾又は海外の高等教育機関の学歴（学位）の証書を保有する者も出願することができる。しか

し、故意の犯罪により刑事罰を受けたことがある者、過去に国家機関に公職を罷免された者又は

過去に弁護士資格証書、公証人執務証書を取り上げられた者、2 年間司法試験に出願してはなら

ないという処罰を受けて期限に満たない者又は終生に渡り司法試験に出願してはならないとの処

罰を受けた者、虚偽の証明資料を提出し又はその他の形式により出願資格を詐取した者は、出願



 15 

してはならない（「国家司法試験実施規則」第 4 章）。 

   受験者又は職員が試験規則に違反する行為を行った場合は、司法行政機関は、司法部が制定し

た「国家司法試験規律違反行為処理規則」に基づき、情状の軽重により処分し、犯罪を構成する

場合は、法により刑事責任を追及する（「国家司法試験実施規則」第 6 章）。 

毎年の司法試験の合格者数及び合格ラインは、司法部が、 高人民法院、 高人民検察院と検

討し、確定した後に発表する。合格者は、一定期間内に、出願地の司法行政機関に、法律職業資

格の付与、「法律職業資格証書」の交付の申請を提出して、合わせて関連資料を提出しなければな

らない（「国家司法試験実施規則」第 5 章）。法律職業資格を取得した後、「裁判官法」、「検察官法」

及び「弁護士法」の関連規定に基づき、法律関連の職業に従事することができる。 

高い学歴を堅持すると同時に、経済未発達地区及び基層地区の法律人材に対するニーズを満足

させるため、司法部は効果的な措置を講じて絶え間なく政策重視度を強化し、民族自治地域、経

済未発達地区に対する相応の優遇政策、出願応募学歴要件の緩和、合格点の引き下げ及び少数民

族の文字の答案用紙を使用する等を制定した。2003 年から 2011 年までの期間の平均合格率はお

よそ 16％であるが、近年の司法試験合格率は 20%前後を維持している。 

中国の司法試験と日本の司法試験（現行の制度）を比較すると、いくつかの違いがあることが

わかる。第一に、中国では、出願者に対する学歴要件があまり厳しくなく、本科の学歴があれば

受験可能であるが、日本では、法科大学院を卒業することが求められている。第二に、中国では、

受験回数は制限されていないが、日本では、法科大学院卒業後 5 年間に 3 回受験できるが、合格

しなかった場合は受験資格を取り消される。第三に、中国では、客観的な選択式問題の占める割

合が比較的高く、75%に達している。第四に、中国では、司法試験合格後、弁護士になろうとする

者は弁護士事務所で１年間研修して弁護士資格証書を取得しなければならないことを除き、とく

に他の要件等は無いが、日本では、司法試験に合格した者全てに 1 年間の司法修習が求められる。	 

 
（4）人民陪審員制度	 

	 

人民陪審員制度は、国の司法機関が一般の公民を裁判活動に取り込み参加させるための重要な

制度である。中国は、各国の司法の実務経験を参考にした上で、中国の国情に照らし、人民陪審

員制度を確立した。「 高人民法院による人民陪審員管理規則（試行）」（2005 年 1 月 6 日公布・

施行、以下、本項目において「試行規則」という）において、全国人民代表大会常務委員会の決

定、 高人民法院及び司法部の意見に基づき、人数の確定、選任、養成等の段階を含む人民陪審

員管理制度の枠組が規定された。全国人民代表大会常務委員会は、「全国人民代表大会常務委員会

による人民陪審員制度の完備に関する決定」（2004 年 8 月 28 日第 10 次全国人民代表大会常務委

員会第 11 次会議で採択、2005 年 5 月 1 日施行。以下、本項目において「決定」という）を公布

し、中国の人民陪審員制度の発展をさらに推し進めた。社会の発展に対応し、人民陪審員の裁判

参加業務をさらに細分化するため、 高人民法院は、「人民陪審員の裁判活動参加に関する若干問

題についての規定」（2010 年 1 月 12 日公布、2010 年 1 月 14 日施行。以下、本項目において「若

干規定」という）を公布した。これらの法令により、人民陪審員に関する業務は、各人民法院に

おいて実施されている。	 
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人民陪審員の選抜は、一定の条件に従い行わなければならない。まず、人数配分については、

基層人民法院が、裁判の需要に基づき、同級人民代表大会常務委員会に届け出る（「決定」7 条）。

具体的な人数の要求は、当該基層法院の現職裁判官の人数の 2 分の 1 を上回らなければならない

が、現職裁判官の総人数を超えてはならない（「試行規則」5 条」）。次に、関連単位は人民陪審員

の候補者を推薦することができ、公民も自ら申請することができ、基層人民法院は人民陪審員選

任作業開始の 1 か月前に関連事項を社会に対して公告しなければならない（「試行規則」9 条）。

さらに、具体的な人民陪審員を担当する個人の条件は、満 23 歳に達しており、一般に、短期大学

（中国語原文は「大学専科」）卒業以上の学歴を有していなければならない。但し、人民代表大会

常務委員会の構成員並びに人民法院、人民検察院、公安機関、国家安全機関、司法行政機関の職

員及び執務弁護士等は、人民陪審員を担当してはならない（「決定」4 条、5 条）。 後に、一級上

の人民法院による審査及び同級人民代表大会常務委員会の任命を経て、基層人民法院において人

民陪審員名簿を作成する（「試行規則」17 条）。	 

人民陪審員制度をどの事件において適用するかについても、規定に従い判断しなければならな

い。一般的に、簡易手続を適用して審理する事件及び法律に別段の定めがある事件を除き、集団

の利益又は公共の利益に係わり、広範囲の人民大衆が注目し、及びその他社会的影響が比較的に

強い一審事件、並びに刑事事件の被告人、民事事件の原告もしくは被告、又は行政事件の原告が

人民陪審員の参加する合議廷によって裁判を行うことを申し立てた一審事件は、人民陪審員と裁

判官が共同で合議廷を組成しなければならない（「若干規定」1 条、2 条）。 も一般的な 3 名の合

議廷においては少なくとも 1 名が人民陪審員でなければならず、その他の形式の合議廷において

は人民陪審員が合議廷の人数の 3 分の 1 以上を占めることを保証しなければならない（「決定」3

条）。人民陪審員の任期は 5 年とし（「決定」5 条）、任期満了後、通常、再任してもよく、陪審員

を新たに選任して補充してもよい。	 

具体的に人民陪審員制度を適用する個々の事件において、人民法院は、開廷の 7 日前までに、

コンピュータ等を用いて陪審員名簿の中から陪審員を無作為に抽出して確定しなければならない

（「若干規定」4 条）。中級人民法院、高級人民法院は、法に従い人民陪審員の参加する合議廷で

裁判をしなければならない場合には、その所在都市の基層人民法院の人民陪審員名簿から無作為

に抽出して確定しなければならない（「決定」14 条）。基層人民法院の人民陪審員名簿は、通常、

一定の業種又は専門的な基準に従い分類を行う。例えば、作家、医者及び教師は一つのグループ、

企業家、エンジニア及び証券金融関係者等は一つのグループ、政府公務員、専門管理機構の職員

は一つのグループである。人民法院が特許権侵害等の比較的技術性の高い事件を審理する場合に、

特定の専門知識を有する者を陪審員とする必要があるときは、これらの分類の人員（例：大学教

授、中国科学院の研究員等）の陪審員名簿の中から無作為に抽出することができる（「若干規定」

5 条）。陪審員を選定した後、陪審員が正当な理由により参加できない場合、又は申立人が忌避を

申し立て審査の結果これが認められた場合には、人民法院はその他の候補者を改めて確定する

（「若干規定」6 条）。	 

近時、人民陪審員制度は次第に実務運用が積み重ねられている。同時に、人民法院の事件受理

件数の激増及び類型の多様化に伴い、絶えず変化を遂げる司法実務の需要に応えるため、人民陪
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審員制度も新たな段階に突入した2。まず、人数配分について、 高人民法院は、全国人民法院チ

ーム設立（中国語原文は「全国法院隊伍建設」）の座談会において、人民陪審員の割当人数が基層

人民法院で実際に裁判業務を担当している裁判官の人数を適度に上回るよう、2012 年に各地人民

法院が管轄区内の人民陪審員を増員するよう要求した。このことは、裁判活動における人民陪審

員に対する需要が次第に増加していることを示している。次に、人員構成については、人民陪審

員チームの広範性、代表性及び集団性を確保することを前提とした上で、専門人員の比重を高め

るよう要求した。例えば、北京市第一中級人民法院は、2009 年より、管轄基層人民法院の人民陪

審員名簿にリストアップされた 20 名の医療、特許、機械製造等の分野の専門家を招聘し、当該法

院の陪審員を担当してもらい、裁判官が特許、医療等の専門分野の事件を審理する際に専門的な

助言を受けている。また、北京市海淀区人民法院も、知的財産権事件の裁判需要に応えるため、

特許裁判において特に専門家の陪審員を加え、特許事件の審理過程における技術的問題に対する

判断を強化し、特許訴訟の質の向上を図っている3。	 

 
４	 弁護士（律師）・特許代理人	 

 

（1）総説	 

 
中国では、弁護士のことを「律師」という。中国では、原則として、民事訴訟の訴訟代理人と

なるには、「中国公民」であればよく、弁護士に限定されていない。しかし、通常、法廷での訴訟

活動には専門的知識や経験が要求されることが多いため、訴訟代理を弁護士に依頼するのが一般

的である。とくに、外国の権利者（中国で特許権を付与されている外国籍の自然人又は中国以外

の国に登録されている企業を指す）が人民法院において提訴し、又は応訴し、弁護士に訴訟代理

を委任する必要がある場合は、中国の弁護士に委任しなければならないこととされている（民事

訴訟法 239 条）。弁護士又はその他の者に訴訟代理を委任するため、中国国外から送付し、又は

委託交付する授権委任状は、所在国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に駐在する中国の大使

館又は領事館の認証を得た場合に限り効力を有する（同法 240 条）。 
また、日本の「弁理士」のように、中国にも特許出願についての「特許代理人」（中国語では「専

利代理人」）の制度が設けられている。資格試験に合格して特許代理人資格を取得した者だけが特

許代理業務を取り扱うことができる。かかる特許代理人は、弁護士事務所又は知的財産権代理会

社を設立して、特許代理機構として特許代理業務を取り扱うことができる。なお、弁護士事務所

に所属する特許代理人も、所定の条件を満たせば、申請して特許代理機構となり、特許代理業務

を取り扱うことができる。 
 
（2）中国の弁護士（律師）制度の紹介	 

中国の弁護士（律師）制度に関する現行の主要な法律根拠は、「弁護士法」（中国語では「律師

                                                   
2 ニュース「 高人民法院、各地法院に人民陪審員の増員を要求」 

http://www.chinadaily.com.cn/hqpl/zggc/2012-01-04/content_4871351.html 
3 ニュース「海淀法院が特許裁判に専門家陪審員を導入」	 

http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201111/t20111104_627830.html 
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法」）（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 6 月 1 日施行）

である。これは、弁護士の性質、任務、権利義務、活動の原則、組織及び管理体制、法律責任、

業務範囲等の内容に及んでいる。	 

	 

Ａ	 弁護士の概要	 

	 中国において、弁護士とは、法に従い「弁護士執務証書」を取得し、依頼又は指定を受け、当

事者に法律サービスを提供する執務者を指す（弁護士法 2 条）。弁護士執務証書を申請するに

は、一定の資格を具備しなければならない。即ち、国家統一の司法試験に合格し、かつ弁

護士事務所にて 1 年の実務研修を行い、所在地の地方弁護士協会及び司法局が有する相応

の業務研修に参加し、考査に合格することである。また、実務上はさらに、中国の憲法及

び法律を守り、良好な道徳感を身につけていることの証明として、所在地の公安局が発行

する故意の犯罪により刑事処罰を受けたことがないという証明書が求められており、それ

があってはじめて「弁護士執務証書」を取得することができる（弁護士法 5 条、7 条）。ま

た、高等教育機関の法律専門家（例えば、法学部の教授）は執務弁護士を兼任することを

申請できるが、公務員は執務弁護士を兼任してはならない。各級人民代表大会常務委員会

の構成員に就任している弁護士は、在任期間中は、訴訟代理又は弁護士業務をしてはなら

ない（弁護士法 11 条）。	 

	 「弁護士執務証書」を取得した弁護士は、様々な業務に従事することができ（弁護士法 28 条）、

弁護士の様々な権利を享有する。それには、例えば、調査権（弁護士法 35 条）、閲覧権（弁護士

法 34 条）、人身の自由を制限されている人と面会及び通信する権利（弁護士法 33 条）、法廷に出

席し参与及び訴訟活動を行う権利、弁護及び代理を拒絶する権利（弁護士法 32 条）等を含む。ま

た、弁護士は、相当の義務も負わなければならない。それには、例えば、法律を遵守し、理由な

く弁護及び代理を拒絶してはならない義務（弁護士法 32 条）、法律扶助を提供する義務（弁護士

法 42 条）、秘密保持義務（弁護士法 38 条）、特定の案件を担当してはならない義務（弁護士法 39

条、41 条）、無断で依頼を受けたり、法律サービスの便宜を利用して当事者の紛争の利益をむさ

ぼったり、規定に違反して裁判官、検察官及び仲裁人に面会したり、証言を妨害したり、法廷秩

序を乱したりしてはならない義務（弁護士法 40 条）等を含む。	 

中国の弁護士数は弁護士制度が回復・再建された 30 年間に 800 倍以上増加した。改革

開放初期の 1979 年には 200 人に満たない人数であったが、2009 年末には、全国執務弁護

士はすでに 16．6 万人に達しており、年平均 5500 人以上増加している。2002 年以降に実

施されている司法試験制度により、弁護士等の法律従業者の参入難度は向上したが、社会

経済の発展により法律サービスに対するニーズは絶えず高まり、弁護士数は依然として

年々急速な増加傾向にあり、2010年の一年間に中国執務弁護士は 4万人近く増加している。

また、近時、裁判官及び検察官が辞職して弁護士に就任する傾向が見受けられる。2010 年

12 月 31 日までに、中国弁護士はすでに 20．4 万人に達している。しかし、中国の人口は

13 億人以上という極めて大きな数であるので、人口一万人あたり約 1．5 名の弁護士しか

いない計算になる。これは、他の諸外国と比較しても、非常に低い数字である。	 

弁護士執務は原則として地域の制限を受けないが、弁護士は一カ所の弁護士事務所のみ
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で執務し、執務組織を変更する場合は地方司法局に申請を提出しなければならない（弁護

士法 10 条）。中国の国土は広大である（約 960 万平米。日本の約 26 倍）ので、弁護士の

人口密度は比較的低く、かつ一カ所の弁護士事務所でのみ執務できる制度が、弁護士の地

域分布の不均衡をもたらしている。北京、上海等の経済が発達した大都市の弁護士数は比

較的多く、弁護士事務所の競争は激しいのに対し、あまり経済が発達していない地区や辺

鄙な地区では、弁護士数は大変少ない。このため、一部の地方では、一定の措置を講じて

弁護士が少数の大都市に集中することを制限し、弁護士という人的資源が合理的に配分さ

れるようにしているところもある。他方では、弁護士執務証書を取得していない者は、弁

護士名義で法律サービス業務に従事してはならず、弁護士費用を受領してはならない。ま

た、法律で別途規定する場合を除き、訴訟代理又は弁護士業務に従事してはならない（弁

護士法 13 条）。しかし、多くの地方では、前述したような弁護士の地域分布の不均衡とい

う現実があることから、法律サービスセンターというものが出現している。そこでは、実

際に、弁護士執務証書を取得していない者が、僅かな法律知識しか無いにもかかわらず、

契約書や訴状を作成する等の法律サービスを提供したり、代理人として民事訴訟にも参加

したりしていると言われている。	 

	 

Ｂ	 弁護士協会	 

	 中国では、執務弁護士は、その所属する弁護士事務所の所在地の地方弁護士協会にのみ

加入することができ、自由に弁護士協会を選択することはできない。全国に設立される中

華全国弁護士協会は、各省、自治区、直轄市が設立した省級地方弁護士協会であり、区を

設定している市は必要に応じて地方弁護士協会を設立することができる。北京市では、当

初は、北京市弁護士協会のみが設立されていたが、近年の弁護士数の増加により、区割り

に基づき区級の弁護士協会が設立され、区の司法局がその管理の責任を負っている。執務

弁護士は全て、所在地区の地方弁護士協会に加入しなければならないと同時に、省級弁護士協会

及び全国弁護士協会の会員にもなる。弁護士協会は、法律法規に反しない定款を制定して自主規

制することにより、弁護士執務を保障し、その合法的権益を保護し、組織や経験を交流させ、弁

護士に対する苦情や通報を受理し、紛争を調停する等の職能を実現する（弁護士法 46 条）。弁護

士は、執務過程において法律法規に違反した場合は、所属する弁護士事務所の処罰を受け

るだけなく、弁護士協会の処罰を受ける可能性がある。情状が重い場合には、法律規定に

従い、司法局が行う警告、処罰、執務停止、執務証書の没収等の行政処罰を科せられる可

能性があり、また犯罪を構成した場合は、法に従い刑事責任を追及される可能性がある。 
 
（3）特許代理人	 

   中国において、特許代理人（中国語では「専利代理人」）とは、「特許代理人執務証書」を有し、

特許代理機構において特許代理業務に専任従事する者を指す。主に、特許申請書類の代理作成、

特許申請及び審査認可手続における各種事務、特許権の無効宣告における各種事務、特許の譲渡・

ライセンス手続における各種事務、並びにこれらの各種手続のためのコンサルティング等の業務

に従事する。一般的に、特許代理人は、理工系のバックグラウンドを有することから、特許事務
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を処理することを主要業務とするのに対し、弁護士は、法律および訴訟の専門家として、契約書

作成や訴訟関連業務等の法律事務を処理することを主要業務とすることが多いといえる。 

 	 特許代理条例第３章の規定に基づき、特許代理人になろうとする中国公民は、18 歳以上で完

全な民事行為能力を有しており、高等教育機関の理工系専門科を卒業し（又は同等の学歴を有す

ることが必要）、かつ一つの外国語をマスターし、特許法及び関連する法律知識を熟知し、2 年以

上の科学技術業務又は法律業務の就業経験がなければならない（15 条）。これらの要件に合致し、

特許代理人考査委員会による特許代理人資格試験を経て合格した者には、中国特許局が「特許代

理人資格証書」を発行する（16 条）。しかし、国家機関の職員は、特許代理機構において兼職し

てはならない（22 条）。「特許代理人資格証書」を取得し、5 年以内に特許代理業務又は特許行政

管理の業務に従事しない場合は、その「特許代理人資格証書」は自動的に失効する（特許代理条

例 19 条）。 

  特許代理人資格試験は、「特許代理人資格試験実施規則」により規律される。当該規則によると、

試験内容は、法律基礎知識、文書作成、関連手続及び文献検索、審査注記及び再審査手続等を含

む。特許代理人資格試験の合格率は約 10％です。 

  職業資格を取得した特許代理人が、法に従い特許業務に従事する場合は、独立性を有し、国の

法律の保護を受け、いかなる単位及び個人の干渉をも受けない（特許代理条例 21 条）。特許代理

人は、特許代理機構から任された特許代理業務を引き受けなければならず、自ら受託することは

できない（特許代理条例 17 条）。また、同時に 2 か所以上の特許代理機構において特許代理業務

に従事してはならない（特許代理条例 18 条）。特許代理人は、代理業務活動において知り得た発

明創造の内容について、特許申請が既に公布又は公告されているものを除き、秘密保持責任を負

う（特許代理条例 23 条）。特許代理人は特許代理業務期間及び特許代理業務から離れた後 1 年以

内は、申請者として特許申請をしてはならない（特許代理条例 20 条）。特許代理機構及び特許代

理人が特許代理業務に従事するとき、特許代理条例第 4 章に定める違法な状況がある場合には、

情状の軽重に応じて異なる程度の処罰を受ける。 

  中国における知的財産権の保護強化の傾向が強くなるに従い、中国の特許代理機構及び特許代

理人の役割はますます重要となっており、需要も高まっている。今後も、特許代理機構及び特許

代理人に関連する法制度の整備が予定されている。2011 年 2 月 11 日、国務院法制弁公室は「特

許代理条例（改正草案審査稿）」意見公募に関する通知を公布し、現行の 1991 年に公布・施行し

た「特許代理条例」を改正しようとしている。審査稿においては、「特許代理人」の呼称を「特許

代理師」と変更し、かつ資格証書の取得、執務証書の交付等の面についても変更しようとしてい

る。 
 
（4）訴訟関連費用等	 

 
Ａ	 事件受理費	 

事件受理費は、提訴時に原告が予め納付し、判決後に敗訴側が負担するものである。知的財産

権に係る民事事件について、係争金額又は価額がない場合は、1 件につき 500 元から 1000 元を

納付し、係争金額又は価額がある場合は、訴訟請求の金額又は価額に基づき、次の比率により計
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算して納付する（訴訟費用納付規則 13 条）。 
 

事件受理費の計算表 

 
訴訟請求額  事件受理費の額又は計算  

1 万元までの場合 1 件につき 50 元 
1 万元を超え 10 万元までの場合 訴訟請求額の 2.5％ 
10 万元を超え 20 万元までの場合 訴訟請求額の 2％ 
20 万元を超え 50 万元までの場合 訴訟請求額の 1.5％ 
50 万元を超え 100 万元までの場合 訴訟請求額の 1％ 
100 万元を超え 200 万元までの場合 訴訟請求額の 0.9％ 
200 万元を超え 500 万元までの場合 訴訟請求額の 0.8％ 
500 万元を超え 1000 万元までの場合 訴訟請求額の 0.7％ 
1000 万元を超え 2000 万元までの場合 訴訟請求額の 0.6％ 
2000 万元を超える場合 訴訟請求額の 0.5％ 

 
事件受理費は、原則として敗訴側が負担する。一部勝訴し、一部敗訴した場合は、人民法院が

事件の具体的状況に基づき当事者それぞれが負担する訴訟費用の額を決定する（訴訟費用納付規

則 29 条）。なお、特許に係る行政事件の受理費用は 1 件につき 100 元を納付する。 
 

Ｂ	 弁護士費用等その他の費用	 

弁護士費用は事件受理費には含まれないが、その訴訟のために支払う弁護士費用は、その他の

訴訟請求と一括して人民法院に対し被告に負担させるよう請求することができる。但し、実務上、

通常は、弁護士費用についてあまり高い金額が認められることはない。 
弁護士費用のほかに、特許権侵害訴訟では、公証費、鑑定費、翻訳費等の費用が発生すること

が多く、事件によってはこれらの費用が非常に高額になることもある。実務上、公証機関発行の

領収書等があれば、公証費は訴訟費用に含められて敗訴側の負担又は各当事者の分担とされるの

が一般的である。但し、鑑定費、翻訳費等、第三者機構に支払う費用については、訴訟費用とし

て認められない、あるいは、そのうちの一部の請求しか認められないことが多い。	 

なお、中国弁護士の代理費用の決め方については、本書「Ⅱ	 準備段階」の「２	 訴訟代理人

の選定」の「(3) 中国弁護士の代理費用」も参照されたい。	 

	 

５	 人民法院の関連情報	 

 
（1）第一審特許民事紛争事件を受理する権限を有する中級人民法院	 

 
第一審特許民事紛争事件を受理する権限を有する中級人民法院の一覧表 



 22 

	 

省区市  
人民法院名

称  
管轄区  住所  

郵便番

号  
立件廷電話番

号  

北京市 

北京市第一

中級人民法

院（第二審

判区） 

西城区、宣武区、海淀区、

石景山区、門頭溝区、房

山区、昌平区、大興区、

延慶県 

北京市豊台

区三傾地甲

三号張儀村

路東側 

100040 

010-59891343 
（立件廷住所：北

京市石景山区石

景山路十六号） 
北京市第二

中級人民法

院 

東城、崇文、朝陽、豊台、

順義、通州、平谷、密雲、

懐柔 

北京市豊台

区方庄路 10
号 

100078 010-87552305 

上海市 

上海市第一

中級人民法

院 

浦東新区、滬湾区、徐匯

区、長寧区、閔行区、松

江区、金山区、南匯区、

奉賢区 

上海市虹橋

路 1200 号 
200336 021-34254567 

上海市第二

中級人民法

院 

楊浦、虹口、黄浦、静安、

閘北、普陀、宝山、嘉定、

青浦、崇明 

上海市中山

北路 567 号 
200070 

021-56700000-2
14 

天津市 

天津市第一

中級人民法

院 

和平区、南開区、河北

区、紅橋区、西青区、

北振区、宝坻区、武清

区、静海県、薊県 

天津市南開

区 南 馬 路

188 号 
300090 

022-27339288-6
907/6909/6910 

天津市第二

中級人民法

院 

河東区、河西区、東麗区、

津南区、濱海新区 

天津市河西

区新囲堤道

6 号 
300210 022-28024116 

重慶市 

重慶市第一

中級人民法

院 

第一、第三、第四中級人

民法院の管轄区 

重慶市渝北

区黄泥磅金

紫山片区 9
号地  

401147 023-67679000 

重慶市第五

中級人民法

院 

第二、第五中級人民法院

の管轄区 

重慶市渝中

区解放西路

152 号中薬

材市場旁 

400012 023-63905268 

黒 竜 江

省 

ハルビン市

中級人民法

院 
全省 

哈尓濱市南

崗区長江路

81 号 
150001 0451-82377200 

吉林省 
長春市中級

人民法院 
全省 

長春市緑園

区景陽大路

1308 号 
130062 0431-87690983 

遼寧省 

瀋陽市中級

人民法院 
全省（大連、葫蘆島を除

く） 

瀋陽市沈河

区市府大路

268 号 
110013 024-22763379 

大連市中級

人民法院 
全市 

大連市人民

広場 2 号 
116012 0411-83600055 
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葫蘆島市中

級人民法院 
全市 

葫蘆島市龍

港区龍湾大

街 2 甲 
125000 

0429-3166500 
3166413 

内 モ ン

ゴル 

フフホト市

中級人民法

院 
全区 

内蒙古自治

区呼和浩特

市貝 路 
10020 0471-4502912 

河北省 
石家庄市中

級人民法院 
全省 

石家庄市新

華区北二環

西路 191 号 
050062 0311-85187281 

新 疆 ウ

イ グ ル

自治区 

ウルムチ市

中級人民法

院 
全区 

烏魯木斉市

文化路 7 号 
830002 0991-4687524 

甘粛省 
蘭州市中級

人民法院 
全省 

蘭州市七里

河区西津東

路 120 号 
730050 0931-8563133 

青海省 
西寧市中級

人民法院 
全省 

西寧市五四

西路 27 号 
810008 0971-6310101 

陜西省 
西安市中級

人民法院 
全省 

西安市二環

北 路 東 段

139 号 
710016 029-87658197 

寧夏 
銀川市中級

人民法院 
全区 

銀川市興慶

区上海東路

639 号 
750004 0951-6922100 

河南省 
鄭州市中級

人民法院 
全省 

鄭州市鄭東

新区金水東

路と黄河路 
450046 0371-69520524 

山東省 

済南市中級

人民法院 
全省（青島、煙台、灘坊

の 3 つの都市を除く） 
済南市経二

路 1 号 
250001 0531-89256000 

青島市中級

人民法院 
全市 

山東省青島

市嶗山区東

海東路 99 号 
266101 0532-83099188 

煙台市中級

人民法院 
全市 

山東省煙台

市通世路 1
号 

264000 0535-6676002 

灘坊市中級

人民法院 
全市 

山東省灘坊

市灘城区向

陽路 89 号 
264011 0536-8189189 

山西省 
太原市中級

人民法院 
全省 

太原市府西

街 1 号 
030002 0351-8386025 

安徽省 
合肥市中級

人民法院 
全省 

合肥市政務

文化新区懐

寧路 
230022 0551-5352053 

湖北省 武漢市中級 全省 漢 口 常 青 430023 027-65686051 
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人民法院 156 号 

湖南省 
長沙市中級

人民法院 
全省 

長沙市曙光

中路 289 号 
410007 0731-85798225 

江蘇省 

南京市中級

人民法院 
全省（蘇州、南通を除く） 広州路 35 号 210008 025-83522080 

蘇州市中級

人民法院 
全市 

江蘇省蘇州

市南環西路

28 号 
215007 0512-68552907 

南通市中級

人民法院 
全市 

江蘇省南通

市工農路 61
号 

226007 
0513-85116507/
6518 

四川省 

成都市中級

人民法院 
全省（錦陽を除く） 

撫 琴 西 路

109 号 
610031 028-87781900 

錦陽市中級

人民法院 
全市 

錦陽市紅星

街 73、94 号 
621000 0816-2214455 

貴州省 
貴陽市中級

人民法院 
全省 

貴陽市市府

路 31 号 
550002 0851-5364099 

雲南省 
昆明市中級

人民法院 
全省 

滇池路 485
号  

650228 0871-4096144 

広西 
南寧市中級

人民法院 
全区 

南寧市竹溪

路 88 号 
530021 0771-5679133 

チ ベ ッ

ト 
ラサ市中級

人民法院 
全区 

拉薩市林廓

東路 49 号 
850000 0891-6325795 

浙江省 

杭州市中級

人民法院 
全省（寧波、温州、金華

の 3 つの都市を除く） 
杭州市城河

下 7 号 
310007 0571-87393493 

寧波市中級

人民法院 
全市 

浙江省寧波

市江東区中

興路 746 号 
315040 0574-87848074 

温州市中級

人民法院 
全市 

鹿城区学院

東路 303 号 
325027 0577-88373205 

金華市中級

人民法院 
全市 

浙江省金華

市 李 漁 路

1096 号 
321017 

0579-82058059/
8060 

義烏市人民

法院（基層

人民法院） 

全市範囲内に発生した

500 万元以下の実用新案

及び意匠侵害訴訟のみ 

浙江省金華

市義烏市香

山路 381 号 
322000 0579-85258313 

江西省 

南昌市中級

人民法院 
全省（景徳鎮を除く） 

南昌市北京

東路 1858 
330046 0791-8162561 

景徳鎮市中

級人民法院 
全市 

景徳鎮市沿

江西路 60 号 
333000 0798-8389838/9 

広東省 
広州市中級

人民法院 

全省（深圳、珠海、スワ

トウ、佛山の 4 つの都市

を除く） 

越秀区倉辺

路 28 号 
510030 020-83210157 
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深圳市中級

人民法院 
全市 

福田区彩田

北路 6003 号 
518036 0755-83535802 

珠海市中級

人民法院 
全市 

珠海市香洲

区梅華西路

168 
519000 0756-2666308 

スワトウ市

中級人民法

院 
全市 

汕頭市韓江

路 33 号 
515041 0754-88933114 

佛山市中級

人民法院 
全市 

広東省佛山

市禅城区魁

奇二路 51 号 
528000 0757-82631804 

福建省 

福州市中級

人民法院 
全省（アモイ、泉州を除

く） 
福州市閩江

大道 256 号 
350001 0591-87073408 

アモイ市中

級人民法院 
全市 

廈門市思明

区湖濱北路

115 号 
361004 0592-5306849 

泉州市中級

人民法院 
全市 

福建省泉州

市豊澤区豊

海路海景国

際花園の真

向かい 

362000 0595-22139558 

海南省 
海口市中級

人民法院 
全省 

海口市正義

路 
570206 

0898-66723084/
66748637 

 
（2）各高級人民法院	 

 
全国各省自治区高級人民法院一覧表 

 
省  人民法院名称  住所  郵便番

号  
電話番号  

北京市 北京市高級人民法院 北京市朝陽区建国門南

大街 10 号 
100022 010-85268522 

上海市 上海市高級人民法院 上海市福州路 209 号 200031 021-34169666(代表) 
天津市 天津市高級人民法院 天津市南開区長江道 2

号 
300193 022-27508000 

重慶市 重慶市高級人民法院 重慶市渝北区紅錦大道

58 号 
401147 023-67673230 

黒竜江省 黒竜江省高級人民法

院 
黒竜江省哈 濱市開発

区嵩山路 27 号 
150045 0451-82392024 

吉林省 吉林省高級人民法院 吉林省長春市緑園区正 130062 0431-8556000,855654
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陽街 28 号 8 
87698352 

遼寧省 遼寧省高級人民法院 瀋陽市沈河区惠工街

132 号 
110013 226966952/6708/6709 

内モンゴ

ル自治区 
内モンゴル自治区高

級人民法院 
中山東路 2 号 010020 0471-6915114 

河北省 河北省高級人民法院 河北省石家庄市裕華路

西路 65 号 
050051 0311-87937220 

新疆 新疆ウイグル自治区

高級人民法院 
烏魯木斉市東風路 51
号 

830002 0991-2617869，
2642324 

甘粛省 甘粛省高級人民法院 甘粛省蘭州市雁灘路

3275 号 
730010   0931-8532080 

8532058 
青海省 青海省高級人民法院 青海省西寧市西関大街

64 号 
810001 0971-6163098 

陜西省 陝西省高級人民法院 陝西省西安市友誼東路

339 号 
710054 029-85558114 

寧夏 寧夏回族自治区高級

人民法院 
寧夏銀川市興慶区北京

東路 149 号 
750001 0951-5915302 

河南省 河南省高級人民法院 鄭州政一街 3 号金水路

東段 
450003 0371-65755613 

山東省 山東省高級人民法院 済南市歴下区歴山路

147 号 
250014 0531-85699999(代表) 

山西省 山西省高級人民法院 太原市晋祠路一段 88
号 

030024 0351-6016304 

安徽省 安徽省高級人民法院 合肥市長江西路 472 号 230031 0551-5599520 
湖北省 湖北省高級人民法院 武漢市武昌区公正路 9

号 
430071 027-87220111 

湖南省 湖南省高級人民法院 長沙市東二環二段 320
号 

410001 0731-82206231 

江蘇省 江蘇省高級人民法院 南京市寧海路 75 号 210024 025-83785113 
四川省 四川省高級人民法院 成都市正府街 108 号 610017 028-87567553 
貴州省 貴州省高級人民法院 貴州省貴陽市延安西路

2 号 
550003 0851-6992050 

雲南省 雲南省高級人民法院 昆明市南三環路陸家営

（省政府付近） 
650200 0871-4095124 

広西省 広西省高級人民法院 南寧市古城路 47 号 530022 0771-5788000 
チベット チベット高級人民法 西蔵自治区拉薩市北京 850001 0891-6243608/9 
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院 中路 42 号 
浙江省 浙江省高級人民法院 浙江省杭州市馬塍路 5

号 
310007 0571-87054329 

江西省 江西省高級人民法院 南昌市北京東路 1858
号 

330046 0791-6245131 

広東省 広東省高級人民法院 広州市天河区員村一横

路 9 号 
510655 020-85110996 

福建省 福建省高級人民法院 福州市鼓楼区西環北路

58 号 
350001 0591-87087748 

海南省 海南省高級人民法院 海口市龍昆南路 570206 0898-66968618 
 
６	 中国特許関連ウェブサイト	 

	 

	 中国では、特許の出願、登録、保護等に関して各種ウェブサイトを参考とすることも多い。以

下では、代表的なもののみを紹介する。	 

	 

特許の出願、登録、保護等に関して参考となるウェブサイト 

	 

分類	 ウェブサイト名	 ＵＲＬ	 

知的財産権保護	 中国知識産権保護網	 http://www.ipr.gov.cn	 

中国知識産権司法保護

網	 

http://www.chinaiprlaw.cn	 

国家知識産権戦略網	 http://www.nipso.cn	 

中国知識産権網	 http://www.cnipr.com	 

特許権の出願・

登録	 

中国国家知識産権局	 http://www.sipo.gov.cn	 

税関への届出・

保護	 

税関総署	 http://www.customs.gov.cn	 

品質技術監督	 国家品質監督検査検疫

総局	 

http://www.aqsiq.gov.cn/	 

中国品質検査網	 http://www.cqn.com.cn/	 

人民法院	 高人民法院	 http://www.court.gov.cn	 

中国人民法院網	 http://www.chinacourt.org/	 

北京市高級人民法院

（北京人民法院網）	 

http://bjgy.chinacourt.org/	 

北京市第一中級人民法

院	 

http://bj1zy.chinacourt.org/	 
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北京市第二中級人民法

院	 

http://bj2zy.chinacourt.org/	 

上海市高級人民法院

（上海人民法院網）	 

http://www.hshfy.sh.cn/shitw/gweb	 

上海市第一中級人民法

院	 

http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat	 

/pub/no1court_2802/homepage_13602/index.html	 

上海市第二中級人民法

院	 

http://www.shezfy.com/main.aspx	 

知財関連団体等	 中国特許保護協会	 http://www.ppac.org.cn/	 

中華全国特許代理人協

会	 

http://www.acpaa.cn	 

中国知識産権研究網	 http://www.iprcn.com/	 
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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。	 



 179 

	 

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。	 
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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
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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。	 



 199 

	 

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。	 



 218 

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。	 
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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



 226 

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
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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
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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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