
Copyright (C) 2021 JPO/JETRO. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許庁委託事業 

 

中国模倣対策マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月 

独立行政法人 日本貿易振興機構 

北京事務所 知的財産権部 

 

 

 

 

  



 

361 

 

資料 3 主要法令集 

★ リスト 

1.主要法律 

① 中華人民共和国専利法 

② 中華人民共和国商標法 

③ 中華人民共和国著作権法 

④ 不正競争防止法 

⑤ 民事訴訟法 

⑥ 刑法 

 

2.主要司法解釈 

① 民事訴訟における証拠に関する若干規定 

② 専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定 

③ 専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈 

④ 営業秘密侵害紛争をめぐる民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定 

⑤ 電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権民事事件の審理に関する指導意見 

⑥ 知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する意見 

⑦ 知的財産権侵害の刑事案件処理の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈 

⑧ 知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈（二） 

⑨ 知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈（三） 

⑩ 公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する規定（一） 

⑪ 公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する規定（二） 

⑫ 知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定 

⑬ 知的財産権紛争行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定 

 

3. 主要行政法規 

① 専利行政法執行弁法 

② 知的財産権税関保護条例 

③ 技術輸出入管理条例 
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④ 専利法実施細則 

⑤ 商標法実施条例 

 

4.主要部門規定 

① 専利標識の表示弁法 

② 展示会知的財産権保護弁法 
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1.主要法律 

中華人民共和国専利法（2020年改正）60 

（1984年 3月 12日第 6期全国人民代表大会常務委員会第 4次会議で採択、1992 年 9月 4日第 7期全国人

民代表大会常務委員会第 27 次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第 1次改正、

2000 年 8 月 25 日第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 17 次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関す

る決定」に基づき第 2次改正、2008年 12月 27日第 11期全国人民代表大会常務委員会第 6次会議「『中華人

民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第 3 次改正、2020 年 10 月 17 日第 13 期全国人民代表大会

常務委員会第 22次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第 4次改正） 

 

目次 

第一章 総則 

第二章 専利権付与の条件 

第三章 専利の出願 

第四章 専利出願の審査と認可 

第五章 専利権の存続期間、消滅、無効 

第六章 専利実施の特別許諾 

第七章 専利権の保護 

第八章 附則 

 

第一章 総則  

第一条 専利権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造の応用を推進する

こと、イノベーション能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進することを目的とし、

本法を制定する。 

第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。 

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。 

実用新案とは、製品の形状、構造又はその組合せに対して行われる、実用に適した新たな技術方案を指す。 

 
60出所：2020 年 11 月 23 日付け中国国家知識産権局ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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意匠とは、製品の全体又は一部の形状、模様又はその組合わせ並びに色彩と形状、模様の組合せに対して

行われる、優れた美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインを指す。 

 第三条 国務院専利行政部門は全国の専利業務を管理し、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により

専利権を付与する。 

省・自治区・直轄市人民政府の専利業務管理部門は当該行政区域内における専利管理業務を行う。 

第四条 専利出願に係る発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国

の関連規定に基づき処理する。 

第五条 法律と公序良俗に違反する、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、専利権を付与しない。 

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得し又は利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成した発

明創造に対しては、専利権を付与しない。 

第六条 所属単位の任務を遂行し、又は主に所属単位の物質・技術条件を利用して完成した発明創造は職

務発明創造とする。職務発明創造の専利出願権は当該単位に帰属し、出願が認可された場合は当該単位が専

利権者となる。当該単位は、関連する発明創造の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造の専利出願

権や専利権を法により処置することができる。 

非職務発明創造については、専利出願権は発明者又は創作者に帰属し、出願が認可された場合は当該発明

者又は創作者を専利権者とする。 

所属単位の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、所属単位と発明者又は創作者間で契約

を締結し、専利出願権及び専利権の帰属に対して約定がある場合は、その定めに従う。 

第七条 発明者又は創作者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる単位又は個人もこれを抑圧

してはならない。 

第八条 二つ以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一つの単位又は個人がその他の単位や個

人の委託を受けて完成した発明創造については、別途合意がある場合を除き、専利出願権は完成した単位又

は個人、或いは共同で完成した単位又は個人に帰属する。出願が認可された場合は出願した単位又は個人が

専利権者となる。 

第九条 同様の発明創造に対しては 1 件の専利権のみを付与する。ただし、同一の出願人が同日中に同様

の発明創造について実用新案専利を出願し、同時に発明専利を出願した場合、先に取得した実用新案専利権

が終了する以前において、出願人が当該実用新案専利権の放棄を宣言したものは発明専利権を付与すること

ができる。 

二人以上の出願人が同一の発明創造についてそれぞれが専利を出願した場合、専利権は最も早く出願した
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者に付与する。 

第十条 専利出願権及び専利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、外国企業、或いはその他外国組織に専利出願権又は専利権を譲渡する場合、

関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行わなければならない。 

専利出願権又は専利権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院専利行政部門に登記し

なければならない。国務院専利行政部門が公告を出す。専利出願権又は専利権の譲渡は登記日から有効とな

る。 

第十一条 発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位

又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その

専利製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入してはならず、その専利方法を使用してはならず、当該

専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申し出、販売、輸入してはならない。 

意匠専利権が付与された後、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施しては

ならない。即ち生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造、販売の申し出、販売、輸入してはならな

い。 

第十二条 いかなる単位又は個人も、他人の専利を実施する場合は専利権者と実施許諾契約を締結し、専

利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で規定された以外のいかなる単位又は個

人に対しても当該専利の実施を許諾する権利を持たない。 

第十三条 発明専利出願の公開後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当額の費用を支払うよ

う要求することができる。 

第十四条 専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合はその約定に従う。

約定がない場合、共有者は単独で実施するか、或いは一般許諾方式によって他者に当該専利の実施を許諾す

ることができる。他者に当該専利の実施を許諾する場合、受け取った使用料は共有者の間で分配しなければ

ならない。 

前項が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権の行使については共有者全員の同意を得なけ

ればならない。 

第十五条 専利権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は創作者に対し奨励を与える。発明創造

専利が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて、発明者又は創作者に合理的な

報酬を与える。 

国は、発明者又は創作者が合理的にイノベーションによる収益を共有できるよう、専利権を付与された単
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位が株式、オプション、配当等の方式を通じて財産権による激励を実施することを奨励する。 

第十六条 発明者又は創作者は専利文書において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。 

専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を行う権利を有する。 

第十七条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組織が中国で専利を

出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、或いは共に締結した国際条約によるか、又は互恵の原則

に従い、本法に基づいて処理する。 

第十八条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組織が中国で専利を

出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、法に基づき設立された専利代理機関に委託して処理しな

ければならない。 

中国の単位又は個人が国内で専利を出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、法に基づき設立さ

れた専利代理機関に委託し処理することができる。 

専利代理機関は法律と行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて専利出願又はその他の専利事務を処

理しなければならない。被代理人の発明創造の内容に対し、専利出願が既に公開又は公告されている場合を

除き、秘密を保持する責任を負う。専利代理機関の具体的な管理方法は国務院が規定する。 

第十九条 いかなる単位又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で専利を出願する場

合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持の手順及び期限等は国務院

の規定に準拠する。 

中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加入した関連の国際条約に基づいて専利の国際出願を行うこと

ができる。出願人が専利の国際出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。 

国務院専利行政部門は中華人民共和国が加入した関連の国際条約及び本法、国務院の関連規定に基づいて

専利の国際出願を処理する。 

本条第一項の規定に違反して外国に専利を出願した発明又は実用新案について、中国で専利を出願した場

合は専利権を付与しない。 

第二十条 専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用して公共

利益又は他人の合法的な権益を害してはならない。 

専利権を濫用して競争を排除し又は制限し独占行為を構成した場合、「中華人民共和国独占禁止法」に従っ

て処理する。 

第二十一条 国務院専利行政部門は、客観性と公正性、正確性、適時性の要求に従い、法に基づいて関連
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する専利の出願及び請求を処理しなければならない。 

国務院専利行政部門は、専利情報公共サービス体系の構築を強化し、専利情報を完全、正確、適時に発表

し、専利の基礎データを提供し、定期的に専利公報を出版し、専利情報の普及と活用を促進しなければなら

ない。 

専利出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者はその内容 

に対して秘密保持の責任を負う。 

 

第二章 専利権付与の条件 

第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければな

らない。 

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存技術に属さないこと、いかなる単位又は個人も同様の発明又は

実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された専利

出願文書又は公告の専利文書において記載されていないことを指す。 

創造性とは、既存技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実

質的特徴及び進歩があることを指す。 

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを

指す。 

本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。 

第二十三条 専利権を付与する意匠は、既存デザインに属さないものでなければならない。また、いかな

る単位又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以

降に公開された専利文書において記載されていないものでなければならない。 

専利権を付与する意匠は、既存デザイン又は既存デザインの特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがな

ければならない。 

専利権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない。 

本法でいう既存デザインとは、出願日以前に国内外において公然知られたデザインを指す。 

第二十四条 専利を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場

合、その新規性を喪失しないものとする。 

（一） 国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。 

（二）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。 
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（三）規定の学術会議、又は技術会議上で初めて発表された場合。 

（四）他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。 

第二十五条 以下に掲げる各号には専利権を付与しない。 

（一）科学上の発見 

（二）知的活動の規則及び方法 

（三）疾病の診断及び治療方法 

（四）動物と植物の品種 

（五）原子核変換方法及び原子核の変換方法で得られた物質 

（六）平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とするデザイン 

前項第（四）号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。 

 

第三章 専利の出願 

第二十六条 発明又は実用新案の専利の出願には、願書、明細書及びその要約、権利要求書等の文書を提

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対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確か

つ完全な説明を行い、必要時には図面を添付しなければならない。要約は発明又は実用新案の技術要点を簡

潔に説明しなければならない。 

権利要求書は明細書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を特定しなければなら

ない。 

遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願人は専利出願書類において当該遺伝資源の直接的由

来と原始的由来を説明しなければならない。原始的由来を説明できない場合、出願人はその理由を陳述しな

ければならない。 

第二十七条 意匠専利の出願には、願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の簡潔な説明等の書類

を提出しなければならない。 

出願人が提出する図面又は写真は、専利保護を要求する製品の意匠を鮮明に表示していなければならない。 

第二十八条 国務院専利行政部門が、専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送された

場合は、郵送の消印日を出願日とする。 
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第二十九条 出願人が発明又は実用新案の専利を外国で初めて出願した日から 12 カ月以内に、又は意匠

を外国で初めて出願した日から 6 カ月以内に、中国で再び同一の主題について専利を出願する場合、当該外

国と中国が締結した協定又は共に締結した国際条約に基づき、若しくは相互に優先権を認めることを原則と

し、優先権を享受できる。 

出願人が発明又は実用新案について中国で最初に専利出願した日から 12 カ月以内に、又は意匠について

中国で最初に専利出願を提出した日から 6 ヶ月以内に、また国務院専利行政部門に同一の主題について専利

出願を提起する場合、優先権を享受できる。 

第三十条 出願人が発明、実用新案について専利優先権を要求する場合、出願時に書面による声明を提出

し、かつ最初に専利出願を提出した日から 16 カ月以内に、最初に提出した専利出願書類の副本を提出しな

ければならない。 

出願人が意匠について専利優先権を要求する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ 3 ヶ月以内に、

最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。 

出願人が書面による声明を提出せず、又は期限を過ぎても専利出願書類の副本を提出しない場合は、優先

権を要求していなかったものと見なす。 

第三十一条 一件の発明又は実用新案の専利出願は、一つの発明又は実用新案に限られていなければなら

ない。一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することが

できる。 

一件の意匠専利出願は、一つの意匠に限られていなければならない。同一製品における二つ以上の類似意

匠、或いは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出する

ことができる。 

第三十二条 出願人は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時取り下げることができる。 

第三十三条 出願人は、その専利出願書類に対して補正を行うことができるが、発明及び実用新案に対す

る専利申請書類に対する補正は、元の明細書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならず、意匠に対

する専利出願書類の補正は、元の図面又は写真で表示した範囲を超えてはならない。 

 

第四章 専利出願の審査と認可 

第三十四条 国務院専利行政部門は発明専利の出願を受領後、初歩的審査により本法の要求に合致してい

ると認めた場合、出願日から満 18 カ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、その

出願を繰り上げて公開することができる。 
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第三十五条 発明専利出願の出願日から三年間以内に、国務院専利行政部門は出願人が随時提出する請求

に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願人に正当な理由がなく、期限を過ぎても実

体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。 

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明専利の出願に対して実体審査を行うことができる。 

第三十六条 発明専利の出願人が実体審査を請求する場合、出願日以前におけるその発明に関係する参考

資料を提出しなければならない。 

発明専利について外国で出願済みの場合、国務院専利行政部門は出願人に対し、指定の期間内に当該国が

その出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。正当な理

由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。 

第三十七条 国務院専利行政部門は発明専利出願に対して実体審査を行った後、本法の規定に合致してい

ないと認める場合、出願人に通知を行い、指定の期間内に意見を陳述するか、或いはその出願を補正するよ

う要求しなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても応答しない場合、当該出願は取り下げられたも

のと見なされる。 

第三十八条 発明専利の出願について、出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院専利行政部門が依

然として本法の規定に合致しないと認める場合はこれを拒絶しなければならない。 

第三十九条 発明専利の出願に対して実体審査を行い、これを拒絶する理由を発見しない場合は、国務院

専利行政部門が発明専利権を付与する決定を下し、発明専利証書を交付する。同時に登記して公告し、発明

専利権は公告日から有効となる。 

第四十条 実用新案及び意匠の専利出願に対して初歩的審査を行い、これを拒絶する理由を発見しない場

合は、国務院専利行政部門が実用新案専利権又は意匠専利権を付与する決定を下し、相応する専利証書を交

付する。同時に登記して公告し、実用新案専利権及び意匠専利権は公告日から有効となる。 

第四十一条 専利出願人は国務院専利行政部門の拒絶査定に不服がある場合、通知受領日から 3 カ月以内

に、国務院専利行政部門に不服審判を請求することができる。国務院専利行政部門は不服審判後に決定を下

し、かつ専利出願人に通知する。 

専利出願人は国務院専利行政部門の不服審判の決定について不服がある場合、通知受領日から 3 カ月以内

に人民法院に提訴することができる。 

 

第五章 専利権の存続期間、消滅、無効  

第四十二条 発明専利権の期限は 20 年とし、実用新案専利権の期限は 10 年、意匠専利権の期限は 15 年
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とし、いずれも出願日から起算する。 

発明専利の出願日から起算して満 4 年、かつ実体審査請求日から起算して満 3 年後に発明専利が付与され

た場合、国務院専利行政部門が専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な

遅延について専利権の期間の補償を与える。ただし、出願人に起因する不合理的な遅延は除外する。 

新薬の発売承認審査にかかった時間を補償するために、中国国内での発売許可を得られた新薬に関連する

発明専利について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて専利権の存続期間の補償を与える。補償

の期間は 5 年を超えず、新薬発売承認後の専利権の合計存続期間は 14 年を超えないものとする。 

第四十三条 専利権者は専利権を付与されたその年から年費を納付しなければならない。 

第四十四条 以下の状況のいずれかに該当する場合、専利権は期限満了前に消滅するものとする。 

（一）規定に基づき年費を納付していない場合。 

（二）専利権者が書面での声明をもって、その専利権を放棄した場合。 

専利権が期限満了以前に消滅した場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。 

第四十五条 国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる単位又は個人が、当該専利権

の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は、国務院専利行政部門に当該専利権の無効審判を

請求することができる。 

第四十六条 国務院専利行政部門は専利権無効審判請求に対し、速やかに審理及び決定を行い、かつ請求

者及び専利権者に通知しなければならない。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登

記及び公告を行う。 

国務院専利行政部門の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、通知受領日から 3

カ月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判請求手続きを行った相手方当事者に、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。 

第四十七条 無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。 

専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された専利権侵害の判決

及び調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、及び既に履行された専利実施許諾契

約又は専利譲渡契約に対して、遡及力を持たないものとする。ただし、専利権者の悪意により他者に損害を

もたらした場合は、賠償しなければならない。 

前項の規定に従い、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還せず、公平の原則に明らかに

違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。 
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第六章 専利実施の特別許諾  

第四十八条 国務院専利行政部門、地方人民政府の専利業務管理部門は、同級の関連部門と共同して措置

を講じ、専利公共サービスを強化し、専利の実施と活用を促進しなければならない。 

第四十九条 国有企業事業単位の発明専利が国の利益又は公共の利益に対して重大な意味を持つ場合、国

務院関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は国務院の認可を受け、認可された範囲内で普及・応用

させることを決定し、指定された単位に実施を許諾することができる。実施単位は国の規定に基づいて専利

権者に使用料を支払う。 

第五十条 専利権者が自ら書面にて国務院専利行政部門に、如何なる単位又は個人の当該専利の実施を許

諾する意思がある旨の声明を行い、かつ許諾実施料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院専利行政部

門はこれを公告し、開放的許諾を実施する。実用新案、意匠専利について開放的許諾声明を提出する場合、

専利権評価報告書を提供しなければならない。 

専利権者が開放的許諾声明を取り下げる場合は書面により提出しなければならず、かつ国務院専利行政部

門がこれを公告する。開放的許諾声明の取り下げが公告された場合、先に与えられた開放的許諾の効力には

影響を及ぼさない。 

第五十一条 如何なる単位又は個人も開放的許諾に係る専利を実施する意思がある場合、書面にて専利権

者に通知し、かつ公告された許諾実施料の支払方式、基準に従って許諾実施料を支払うことにより、専利実

施許諾を受けることができる。 

開放的許諾の実施期間において、専利権者に対して専利年費の納付については、減免する。 

開放的許諾を実施する専利権者は、被許諾者と許諾実施料について協議の上、通常実施権を付与すること

ができるが、当該専利について専用又は排他的実施権を付与してはならない。 

第五十二条 当事者は開放的許諾の実施について紛争が生じた場合、当事者間の協議によって解決する。

協議する意向がない又は協議が成立しない場合、国務院専利行政部門に調停を請求することができ、また人

民法院に提訴することもできる。 

第五十三条 以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院専利行政部門は実施条件を具備した単位又は

個人の請求により、発明専利又は実用新案専利の実施を強制許諾することができる。 

（一）専利権者が専利権を付与された日より満三年が経過し、かつ専利出願日より満四年が経過しても、

その専利を正当な理由なく実施しない、或いは十分に実施しない場合。 

（二）専利権者による専利権の行使行為が法に基づき独占行為であると認定され、当該行為によってもた

らされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。 
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第五十四条 国に緊急事態又は非常事態が発生するか、或いは公共の利益を目的とする場合、国務院専利

行政部門は発明専利又は実用新案の実施を強制許諾することができる。 

第五十五条 公共の健康を目的として専利権を取得した薬品について、国務院専利行政部門はこれを製造

し、かつ中華人民共和国が加入した関連の国際条約の規定に合致する国又は地域に輸出することを強制許諾

することができる。 

第五十六条 専利権を取得した発明又は実用新案が、先に専利権を取得済みの発明、或いは実用新案と比

べて経済的意義が顕著な重大な技術進歩を有し、その実施が前の発明又は実用新案の実施に依存している場

合、国務院専利行政部門は後の専利権者の申請に基づき、先の発明又は実用新案の実施を強制許諾すること

ができる。 

前項の規定に基づいて実施を強制許諾する状況において、国務院専利行政部門は先の専利権者の申請に基

づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。 

第五十七条 強制許諾と関連す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と本法第

五十三条第（二）項が規定する状況に限る。 

第五十八条 本法第五十三条第（二）項と第五十五条の規定に基づいて強制許諾を行う状況を除き、強制

許諾の実施は主に国内市場への供給を目的とするものでなければならない。 

第五十九条 本法第五十三条第（一）項と第五十六条の規定に基づいて強制許諾を申請する単位又は個人

は、専利権者に対して合理的な条件によってその専利の実施を請求したが、かつ合理的な期間内に許諾を得

ることができなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。 

第六十条 国務院専利行政部門は、その強制実施許諾の決定について専利権者に適時通知し、かつ登記と

公告を行わなければならない。 

強制実施許諾を与える決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する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、かつ再び発生していない場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に基づき、

審査を経た後で強制実施許諾を中止することを決定しなければならない。 

第六十一条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を持たず、かつ他者に実施を許諾

する権利を有しない。 

第六十二条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は、専利権者に合理的な使用料を支払わなければなら

ず、或いは中華人民共和国が加入した関連の国際条約の規定に基づいて、使用料に関わる問題を処理する。

使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。双方が合意することができない場合は国務院専利行政部

門が裁定する。 
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第六十三条 専利権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服である場合、及び専

利権者と強制実施許諾を取得した単位及び個人が、国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する使用料の裁

定に不服である場合、通知受領日から 3 カ月以内に人民法院に提訴することができる。 

 

第七章 専利権の保護 

第六十四条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、明細書及び付属

図面は権利要求の解釈に用いることができる。 

意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示される当該製品の意匠を基準とし、簡潔な説明は、図面又は

写真に示される当該製品の意匠の解釈に用いることができる。 

第六十五条 専利権者の許諾を受けずにその専利を実施する、即ちその専利権を侵害し、紛争を引き起こ

した場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意することができなかった場合、専利

権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門に処理を求めることもできる。

専利業務管理部門が処理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権

利侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を受領した日から 15

日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期限を

過ぎても提訴せず、権利侵害行為も停止しない場合、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請するこ

とができる。処理を行う専利業務管理部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額について調停

を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法

院に提訴することができる。 

第六十六条 専利権侵害紛争が新製品製造方法の発明専利に係る場合、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専利の方法と違うことの証明を提出しなければならない。 

専利権利侵害紛争が実用新案専利又は意匠専利に係る場合、人民法院又は専利業務管理部門は専利権者又

は利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の

実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求す

ることができる。専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもでき

る。 

第六十七条 専利侵権紛争において、被疑侵害者が、その実施する技術又はデザインが既存技術、或いは

既存デザインに属することを証明する証拠を有している場合、専利権侵害を構成しない。 

第六十八条 専利を詐称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利法執行担当部門が是正を命じた
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上で、公告し、違法所得を没収し、違法所得の 5 倍以下の罰金に処することができる。違法所得がない又は

違法所得が 5 万元以下の場合は 25 万元以下の罰金に処することができる。犯罪を構成する場合、法により

刑事責任を追及する。 

第六十九条 専利法執行担当部門は、取得した証拠に基づき、専利詐称の嫌疑行為を摘発するにあたって、

次の措置をとる権限を有する。 

（一）関連当事者を尋問し、違法被疑行為と関連する状況を調査する。 

（二）当事者が違法被疑行為を行った場所に対して立入検査を実施する。 

（三）違法被疑行為と関連する契約やインボイス、帳簿及びその他の関連資料を閲覧・複製する。 

（四）違法被疑行為と関連する製品を検査する。 

（五）専利詐称であることを証明する証拠がある製品については、封印又は差し押さえることができる。 

専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて専利権侵害紛争を処理するにあたって、前

項（一）（二）（四）の措置をとることができる。 

専利法執行担当部門、専利業務管理部門が法に基づき前二項に定めた職権を行使する場合、当事者はこれ

に協力し、支援を提供しなければならない。拒否、妨害をしてはならない。 

第七十条 国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて、全国的に重大な影響を有す

る専利権侵害紛争を処理することができる。 

地方人民政府の専利業務管理部門は、専利権者又は利害関係者の請求に応じて専利権侵害紛争を処理する

にあたって、本行政区域内において同一の専利権を侵害した事件については併合して処理することができる。

地域を跨って同一の専利権を侵害した事件については、上級の地方人民政府の専利業務管理部門に処理を請

求することができる。 

第七十一条 専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって受けた実際の損失又は権利侵害者が権

利侵害によって得た利益に応じて確定する。権利者の損失又は権利侵害者が得た利益の確定が困難である場

合、当該専利の許諾実施料の倍数を参酌して合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である

場合、上記方法で確定した金額の 1 倍以上 5 倍以下で賠償金額を確定することができる。 

権利者の損害、権利侵害者の得た利益、専利許諾実施料を確定することがいずれも困難である場合、人民

法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、3 万元以上 500 万元以下の賠償を認

定することができる。 

賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まれなければならない。 

人民法院は賠償金額を確定するために、権利者がすでに立証に力を尽くしたにもかかわらず、権利侵害行
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為に係る帳簿、資料が主に権利侵害者に把握されている状況下では、権利侵害行為に係る帳簿、資料の提供

を権利侵害者に命じることができる。権利侵害者はそれを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、

人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。 

第七十二条 専利権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為や当該権利の実現を妨害する行為を実施し

ている又は実施しようとしていることを証拠により証明し、それを速やかに制止しないとその合法的権益が

回復し難い損害を被る恐れがある場合、提訴前に、法に基づいて人民法院に財産保全措置、特定行為の履行

命令又は特定行為の履行禁止命令を出すよう申請することができる。 

第七十三条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する恐れがある又は今後の取得が困難であると

きは、専利権者又は利害関係者は提訴前に法により人民法院に証拠保全を申請することができる。 

第七十四条 専利権侵害の訴訟時効は 3 年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行為及び侵害者を知

った日又は知り得た日より起算する。 

発明専利の出願公開から専利権付与までの間に当該発明が使用され、かつ適当額の使用料を支払われてい

ない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 3 年とし、専利権者が他者がその発明を使用し

ていることを知った日又は知り得た日より起算する。ただし、専利権者が専利付与日以前に知っていた場合

又は知り得た場合は、専利権付与日より起算する。 

第七十五条 以下の状況のいずれかがある場合は専利権侵害とは見なさない。 

（一）専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許諾を取得済みの単

位及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。 

（二）専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、或いは既に製造と使

用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。 

（三）一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国が締結した協定

又は共に加入した国際条約に基づき、或いは互恵の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設

備において関連専利を使用する場合。 

（四）専ら科学研究と実験のために関連専利を使用する場合。 

（五）行政認可に必要な情報を提供するため、専利医薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する場合、

及び専らそのために特に専利医薬品又は専利医療機器を製造、輸入する場合。 

第七十六条 薬品発売承認審査において、薬品発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係者は、登録出

願された薬品に係る専利権について紛争が生じた場合、関連当事者は人民法院に提訴し、登録出願された薬

品の関連技術方案が他人の薬品専利権の保護範囲に含まれているかどうかを判決するよう請求することがで
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きる。国務院薬品監督管理部門は規定された期限内に、人民法院による発効した判決により、関連薬品の発

売許可を一時中止するかどうかの決定を下すことができる。 

薬品発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係者は、登録出願された薬品に係る専利権紛争について、

国務院専利行政部門に行政裁決を請求することもできる。 

国務院薬品監督管理部門は国務院専利行政部門と共同して、薬品発売の承認と薬品発売許可申請段階の専

利権紛争解決の具体的な係合弁法を制定し、国務院に報告して承認を得てから施行する。 

第七十七条 専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況において、生産経営を

目的として専利権侵害製品を使用したり、販売を申し出たりした場合、或いは販売した場合、当該製品の合

法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない。 

第七十八条 本法第二十条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所在単位又

は上級主管機関が行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。 

第七十九条 専利業務管理部門は、社会に向けて専利製品を推薦する等の経営活動に関与してはならない。 

専利業務管理部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が是正を命じ、その影響を排

除する。違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者

に対し、法に基づき処分を行う。 

第八十条 専利管理業務に従事する国家公務員及びその他関連の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用

し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない

場合、法に基づき処分を行う。 

 

第八章 附則 

第八十一条 国務院専利行政部門に専利を出願し、その他手続きを行う者は規定に基づき料金を納めなけ

ればならない。 

第八十二条 本法は 1985 年 4 月 1 日より施行する。 
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中華人民共和国商標法61 

 

（1982 年 8 月 23 日第 5 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議で採択 1993 年 2 月 22 日第 7 期全国

人民代表大会常務委員会第 30 回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定により第 1 回改正 2001

年 10 月 27 日第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定

により第 2 回改正 2013 年 8 月 30 日第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 4 回会議「中華人民共和国商

標法」改正に関する決定により第 3 回改正 2019 年 4 月 23 日第 13 期全国人民代表大会常務委員会第 10 回

会議「中華人民共和国建築法」等八部法律改正に関する決定により第 4 回改正） 

 

第一章 総則 

第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させるこ

とを促し、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保障し、社会主義

市場経済の発展を促進することを目的としてこの法律を制定する。 

第二条 国務院の工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。国務院工商行政

管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係る事項の処理に責任を負う。 

第三条 商標局の審査を経て登録された商標を登録商標という。登録商標は、商品商 標、役務商標、団体

商標及び証明商標とからなる。商標登録者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受ける。 

この法律で団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動

の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する標章をいう。 

この法律で証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するも

のであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同商品又は役務の

原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。 

団体商標、証明商標の登録、管理に関する事項は、国務院工商行政管理部門により規定される。 

第四条 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用

権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪

意のある商標登録出願は拒絶しなければならない。 

 
61出所：2020 年 4 月 20 日付け国家市場監督管理総局ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成 

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/tssps/202004/t20200420_314426.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するこのではないことを予めご了承ください。 
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この法律の商品商標に関する規定は、役務商標に適用する。 

第五条 二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標局に共同で同一の商標登録を出願し、共同で当

該商標権を享有及び行使することができる。 

第六条 法律、行政法規が登録商標を使用すべきと定めた商品については、商標登録出願をしなければな

らない。登録が未だ認められていないときは、市場で販売することができない。 

第七条 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。 

商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各級の工商行政管

理部門は、商標管理によって、消費者を欺瞞する行為を禁止しなければならない。 

第八条 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルフ

ァベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべ

て商標として登録出願することができる。 

第九条 登録出願に係る商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権

利と抵触してはならない。 

商標登録者は、「登録商標」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。 

第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。 

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの及

び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一の

もの。 

（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている

場合は、この限りでない。 

（三）各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を

得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。 

（四）実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利

の授権を得ている場合は、この限りでない。 

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。 

（六）民族差別扱いの性質を帯びたもの。 

（七）欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。 

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。 

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、
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その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。地名を

使用して既に登録された商標は、引き続き有効とする。 

第十一条 次に掲げる標章は、商標として登録することができない。 

（一）その商品の通用名称、図形、規格にすぎないもの。 

（二）商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないも

の。 

（三）その他の顕著な特徴に欠けるもの。 

前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなったときは、商標

として登録することができる。 

第十二条 立体標章としてなされた商標登録出願において、単に商品自体の性質により生じた形状、技術

的効果を得るために必然な形状又は商品に本質的な価値を備えさせるための形状であるときは、これを登録

してはならない。 

第十三条 関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したとき

は、この法律の規定により馳名商標の保護を請求することができる。 

同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣

又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。 

非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模

倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その

登録をせず、かつその使用を禁止する。 

第十四条 馳名商標は、当事者の請求により、商標に係る案件の処理において認定が必要な事実として認

定を行わなければならない。馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない。 

（一）関連する公衆の当該商標に対する認知度。 

（二）当該商標の持続的な使用期間。 

（三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲。 

（四）当該商標の馳名商標としての保護記録。 

（五）当該商標が馳名であることのその他の要因。 

商標登録の審査、工商行政管理部門による商標法違反案件の摘発の過程において、当事者がこの法律の第

十三条の規定により権利を主張する場合、商標局は、案件の審査、処理の必要性に応じて、商標の馳名性の

状況について認定することができる。 
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商標紛争の処理過程において、当事者がこの法律の第十三条の規定により権利を主張する場合、商標評審

委員会は、案件の処理の必要性に応じて、商標の馳名性の状況について認定することができる。 

商標に係る民事、行政案件の審理過程において、当事者がこの法律の第十三条の規定により権利を主張す

る場合、最高人民法院が指定した人民法院は、案件の審理の必要性に応じて、商標の馳名性の状況について

認定することができる。 

生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示

及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。 

第十五条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、

被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。同一又は類

似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願

人は、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の

商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしない。 

第十六条 商品の地理的表示を含む商標は、当該商品が当該表示に示された地域に由来するものでなく、

公衆を誤認させるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録した

ものは、引き続き有効とする。 

前項にいう地理的表示とは、ある商品がその地域に由来することを示し、当該商品の特定の品質、信用又

はその他の特徴が、主に当該地域の自然的要素又は人文的要素によって形成されたものの表示をいう。 

第十七条 外国人又は外国企業が中国に商標登録出願をするときは、その所属国が中華人民共和国と締結

した取決め若しくは相互に加盟する国際条約、又は相互主義の原則によって取り扱わなければならない。 

第十八条 商標登録出願又はその他の商標関連事項の取り扱いを行うときは、自ら行うこともできれば、

法により設立された商標代理機構に委託することもできる。外国人又は外国企業が中国に商標登録出願し、

その他の商標関連事項を取り扱うときは、法により設立された商標代理機構に委託しなければならない。 

第十九条 商標代理機構は、誠実信用の原則に従い、法律・行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づい

て商標登録出願又はその他の商標関連事項を取り扱わなければならない。代理の過程において知り得た被代

理人の営業秘密については、守秘義務を負う。 

委託人が登録出願する商標において、この法律に規定される不登録事由があり得るときは、商標代理機構

は、委託人に明確に告知しなければならない。 

商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第四条、第十五条及び第三十二条に規定する事

由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。 
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商標代理機構は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしては

ならない。 

第二十条 商標代理業界組織は、定款の規定により会員の入会条件を厳格に実行し、業界の自律規範に違

反した会員に対して懲戒を実施しなければならない。商標代理業界組織は、入会会員及び会員への懲戒の状

況を遅滞なく社会へ公表しなければならない。 

第二十一条 商標の国際登録は、中華人民共和国が締結又は加盟した関連の国際条約に確立された制度に

よるものとし、具体的な規則は国務院が規定する。 

 

第二章 商標登録の出願 

第二十二条 商標登録出願人は、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品区分及び商品名を明

記し、登録出願しなければならない。 

商標登録出願人は、一つの出願において、多数の区分について同一の商標を登録出願することができる。 

商標登録出願の関連書類は、書面又は電子データにより提出することができる。 

第二十三条 登録商標について、使用を定めた範囲以外の商品において商標専用権を取得する必要がある

ときは、別に登録出願しなければならない。 

第二十四条 登録商標について、その標章を変更する必要があるときは、新規に登録出願しなければなら

ない。 

第二十五条 商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から 6 ヶ月以内に中国で同一

商品について同一の商標登録出願をするときは、当該国と中国が締結した取決め若しくは共同で加盟してい

る国際条約、又は相互に承認する優先権の原則により、優先権を享受することができる。 

前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願をする時に書面で主張し、かつ 3 ヶ月以内に最

初の出願に係る商標登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がないとき、又は期

間内に商標登録出願の副本を提出しないときは､優先権を主張しないものとみなす。 

第二十六条 中国政府が主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された商標であって、

かつ当該商品が出展された日から 6 ヶ月以内であるときは、当該商標の出願人は、優先権を享受することが

できる。 

前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願をする時に書面で主張し、かつ 3 ヶ月以内にそ

の商品が出展された展示会の名称、出展された商品に当該商標を使用した証拠、出展期日等の証明書類を提

出しなければならない。書面による主張がないとき、又は期間内に証明書類を提出しないときは、優先権を
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主張しないものとみなす。 

第二十七条 商標登録出願のために申告した事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならな

い。 

 

第三章 商標登録の審査及び認可 

第二十八条 登録出願に係る商標について、商標局は、商標登録出願書類を受領した日から 9 ヶ月以内に

審査を完了するものとし、この法律の関連規定を満たすときは、初歩査定を行い公告する。 

第二十九条 審査の過程において、商標局が、商標登録出願の内容に関して説明又は補正が必要と判断し

たときは、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人が説明又は補正を行わないときは、商標

局の審査決定に影響を及ぼさない。 

第三十条 登録出願に係る商標が、この法律の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しく

は類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願

を拒絶し公告しない。 

第三十一条 2 人又は 2 人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似

の商標の登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定し公告する。同日の出願については、

先に使用された商標について初歩査定し公告し、他方の出願は拒絶し公告しない。 

第三十二条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している

一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。 

第三十三条 初歩査定され公告された商標について、公告の日から 3 ヶ月以内に、この法律の第十三条第

二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると

先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条

第四項の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間

を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。 

第三十四条 出願を拒絶し公告しない商標について、商標局は、商標登録出願人に書面で通知しなければ

ならない。商標登録出願人に不服があるときは、通知を受領した日から 15 日以内に、商標評審委員会に再

審を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受けた日から 9 ヶ月以内に決定を下し、請求人に書

面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門

の許可を得て、3 ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知

を受領した日から 30 日以内に人民法院に提訴することができる。 
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第三十五条 初歩査定され公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は、異議申立人及び被

異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、公告期間が満了した日か

ら 12 ヶ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなけれ

ばならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6 ヶ

月間延長することができる。 

商標局が登録決定を下すときは、商標登録証を交付し公告する。異議申立人に不服があるときは、この法

律の第四十四条、第四十五条の規定により、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することがで

きる。 

商標局が不登録決定を下し、被異議申立人に不服があるときは、通知を受領した日から 15 日以内に、商

標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受けた日から 12 ヶ月以内に再審

決定を下し、かつ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長

することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6 ヶ月間延長することができる。被異議

申立人が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から 30 日以内に、人民法院に提訴

することができる。人民法院は、異議申立人に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければな

らない。 

商標評審委員会は、前項の規定により再審を行う過程において、関連する先行権利の確定について、人民

法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、審査を中止するこ

とができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を再開しなければならない。 

 

第三十六条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による出願拒絶決定、不登録決定に対して再審を請

求しないとき、又は商標評審委員会による再審決定に対して人民法院に提訴しないときは、出願拒絶決定、

不登録決定又は再審決定の効力を生じる。 

審査により異議が成立しないと決定され登録が許可された場合、商標登録出願人が取得する商標専用権の

期間は、初歩査定の公告後 3 ヶ月が満了した日より起算する。当該商標の公告期間が満了した日から、登録

許可の決定が下されるまで、他人による同一又は類似の商品に当該商標と同一又は類似の標章を使用した行

為に対して遡及しない。ただし、当該使用者の悪意により商標登録者に与えた損害は、賠償しなければなら

ない。 

第三十七条 商標登録出願と商標再審請求は、直ちに審査しなければならない。 

第三十八条 商標登録出願人又は登録人が、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見したとき
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は、訂正を請求することができる。商標局は、法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、あわせて当事

者に通知する。 

前項にいう誤りの訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。 

 

第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 

第三十九条 登録商標の有効期間は 10 年とし、当該商標の登録日から起算する。 

第四十条 登録商標の有効期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、商標登録者は、期間満了

前の 12ヶ月以内に規定に従って更新手続を行わなければならない。この期間に行うことができないときは、

6 ヶ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有効期間は 10 年とし、当該登録商標の前回有効

期間が満了した次の日から起算する。期間が満了しても更新手続を行わないときは、当該登録商標を取消す。 

商標局は、更新登録した商標を公告しなければならない。 

第四十一条 登録商標について、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要があるときは、

変更申請をしなければならない。 

第四十二条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して商標局に申請し

なければならない。譲受人は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 

登録商標を譲渡するときは、商標登録者は、同種商品について登録した類似する商標、又は類似する商品

について登録した同一又は類似する商標を合わせて譲渡しなければならない。 

混同を引き起こしやすい又はその他の悪影響を及ぼす譲渡について、商標局は許可しないものとし、書面

で申請人に通知し、理由を説明する。 

登録商標の譲渡は、許可された後に公告される。譲受人は、公告日より商標専用権を享有する。 

第四十三条 商標登録者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人が当該登録商標を使用するこ

とを許諾することができる。許諾者は、被許諾者が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければな

らない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 

許諾を受けて他人の登録商標を使用するときは、当該登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品

の原産地を明記しなければならない。 

他人に当該登録商標の使用を許諾するときは、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければなら

ず、これをもって商標局は公告する。商標使用許諾が届け出られていないときは、善意の第三者に対抗する

ことができない。 

 



 

386 

 

第五章 登録商標の無効宣告 

第四十四条 登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規

定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該

登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求す

ることができる。 

商標局が登録商標の無効宣告を決定したときは、書面で当事者に通知しなければならない。当事者が商標

局の決定に不服であるときは、通知を受領した日から 15 日以内に、商標評審委員会に再審査を請求するこ

とができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から 9 ヶ月以内に決定を行い、書面で当事者に通知しな

ければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、

3 ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日か

ら 30 日以内に人民法院に提訴することができる。 

その他の単位又は個人が商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求するときは、商標評審委員会は、請

求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁を提出させなければならない。商標評審委

員会は、請求を受領した日から 9 ヶ月以内に、登録商標の維持又は登録商標無効の宣告をする裁定を下し、

書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行

政管理部門の許可を得て、3 ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服であると

きは、通知を受領した日から 30 日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続の

相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。 

第四十五条 既に登録された商標が、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、

第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した場合、商標の登録日から 5 年以内に、先行権利者又は

利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意のある登録である

ときは、馳名商標所有者は、5 年間の期間制限を受けない。 

商標評審委員会は、登録商標の無効宣告の請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて

答弁書を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から 12 ヶ月以内に登録商標の

維持又は登録商標の無効宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があ

り、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6 ヶ月間延長することができる。

当事者が商標評審委員会の裁定に不服であるときは、通知を受領した日から 30 日以内に、人民法院に提訴

することができる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを

通知しなければならない。 
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商標評審委員会は、前項の規定により無効宣告請求を審査する過程において、関係する先行権利の確定が

人民法院で審理中、又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、審査を中止

することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を再開しなければならない。 

 

第四十六条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標無効宣告の決定に対して再審を請求

しないとき、又は商標評審委員会による再審決定、登録商標維持若しくは登録商標無効宣告の裁定に対して

人民法院に提訴しないときは、商標局による決定又は商標評審委員会による再審決定、裁定の効力を生じる。 

第四十七条 この法律の第四十四条、第四十五条の規定により無効宣告された登録商標については、商標

局が公告し、当該登録商標専用権は初めからなかったものとみなす。 

登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院で行われかつ執行された商標権

侵害案件の判決、裁定、調停書及び工商行政管理部門で行われかつ執行された商標権侵害案件の処理決定、

並びに履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標登録者の悪意により他人に

与えた損害は、賠償しなければならない。 

前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しなければ、明らかに公平の原則

に反するときは、全部又は一部を返却しなければならない。 

 

第六章 商標使用の管理 

第四十八条 この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用

いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別する

ための行為をいう。 

第四十九条 商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他

の登録事項を許可なく変更したときは、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じる。期

間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商標を取消す。 

登録商標が使用許可された商品の通用名となり、又は正当な理由なく継続して 3 年間使用しなかったとき

は、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。商標局は、請求を受

領した日から 9 ヶ月以内に決定を行わなければならない。特別な事情があり、延長することが必要な場合、

国務院工商行政管理部門の許可を得て、3 ヶ月間延長することができる。 

第五十条 登録商標が取消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了しても更新されないときは、

取消、無効宣告又は抹消の日から 1 年以内は、商標局は当該商標と同一又は類似する商標の登録を認めない。 
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第五十一条 この法律の第六条の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて登録出

願するよう命じ、違法経営額が 5 万元以上の場合、違法経営額の 20％以下の罰金を科すことができ、違法経

営額がない、又は違法経営額が 5 万元未満の場合、1 万元以下の罰金を科すことができる。 

第五十二条 登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていない商標を使用

してこの法律の第十条の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是

正するよう命じるものとし、かつ公表することができる。違法経営額が 5 万元以上のときは、違法経営額の

20％以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が 5 万元未満の場合、1 万元以下の

罰金を科すことができる。 

第五十三条 この法律の第十四条第五項の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は是正を命じ、

10 万元の罰金を科す。 

第五十四条 登録商標を取消す又は登録商標を取消さないという商標局の決定に対して当事者が不服であ

るときは、通知を受領した日から 15 日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委

員会は、請求を受領した日から 9 ヶ月以内に決定を行い、書面で請求人に通知しなければならない。特別な

事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3 ヶ月間延長すること

ができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から 30 日以内に、人民

法院に提訴することができる。 

第五十五条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標取消の決定について再審を請求しな

いとき、又は商標評審委員会による再審決定について人民法院に提訴しないときは、登録商標取消の決定、

再審決定の効力を生じる。 

取消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する。 

 

第七章 登録商標専用権の保護 

第五十六条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる。 

 

第五十七条 次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。 

（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同様の商標を使用すること。 

（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品に

その登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること。 

（三）登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。 
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（四）他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標の

標章を販売すること。 

（五）商標登録者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に投入す

ること。 

（六）他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権

侵害行為の実施を幇助すること。 

（七）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。 

第五十八条 他人の登録商標、登録されていない馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆に

誤認を生じさせ、不正競争行為を構成しているときは、「中華人民共和国反不正当競争法」により処理する。 

第五十九条 登録商標に、この商品の通用名称、図形、規格、若しくは商品の品質、主要原材料、機能、

用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すものを含むとき、又は地名を含むときは、登録商標専用権

者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 

立体標章の登録商標に、商品自体の性質による形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、又は商

品に実質的価値を持たせるための形状を含むときは、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権

利を有しない。 

商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、商標登録者よりも先に、

登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を使用しているときは、登録商標専用権者は、当

該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適

切な区別用標章を加えるよう要請することができる。 

 

第六十条 この法律の第五十七条に定める登録商標専用権を侵害する行為のいずれかがあり、紛争が生じ

たときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は協議が成立しないときは、商標登

録者又は利害関係者は、人民法院に提訴することもできれば、工商行政管理部門に処理を請求することもで

きる。 

工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命じ、

権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いる器具を没収、廃棄し、違法経営

額が 5 万元以上であるときは、違法経営額の 5 倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がないとき又は

5 万元未満であるときは、25 万元以下の罰金を科すことができる。5 年以内に商標権侵害行為を 2 回以上行

っているとき、又はその他重大な情状を有するときは、重罰に処さなければならない。登録商標専用権侵害
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商品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明

できるときは、工商行政管理部門は、販売の停止を命じる。 

商標専用権侵害の賠償額に関する争議において、当事者は、処理を行う工商行政管理部門に調停を請求す

ることもできれば、「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に提訴することもできる。工商行政管理部

門の調停を経ても当事者が合意に達しないとき、又は調停書の効力が生じた後に履行されないときは、当事

者は、「中華人民共和国民事訴訟法」により人民法院に提訴することができる。 

第六十一条 登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は、法により調査、処分を行う

権限を有する。犯罪の疑いがあるときは、直ちに司法機関に移送し、法により処理しなければならない。 

第六十二条 県級以上の工商行政管理部門は、既に取得した違法嫌疑証拠又は通報により、他人の登録商

標専用権の侵害嫌疑行為を処理する際に、次に掲げる職権を行使することができる。 

（一）当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べること。 

（二）当事者の侵害行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること。 

（三）当事者が、他人の登録商標専用権の侵害行為に係わる嫌疑場所を現場検証すること。 

（四）侵害行為に関係する物品を検査し、他人の登録商標専用権を侵害する物品であることを証明する証

拠であるときは、封印又は差し押さえること。 

工商行政管理部門が、法により前項に規定の職権を行使するときは、当事者は、これに協力し、服従する

ものとし、拒絶、妨害してはならない。 

商標権侵害案件の処理にあたって、商標権の帰属に争いがあるとき、又は権利者が同時に人民法院に商標

権侵害訴訟を提起しているときは、工商行政管理部門は、案件の処理を中止することができる。中止の原因

が解消された後は、案件の処理手続を再開又は終結しなければならない。 

第六十三条 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実

際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利

者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合

理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の

1 倍以上 3 倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払っ

た合理的な支出を含まなければならない。 

人民法院は、賠償額を確定するために、既に権利者は挙証に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿、資料

を主に侵害者が有している状況において、侵害者に、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることが

できる。侵害者が提供しないとき、又は虚偽の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は、権利者の主張及
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び提供した証拠を参考に賠償額を判定することができる。 

権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定する

ことが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、300 万元以下の賠償支払いを判決する。 

第六十四条 登録商標専用権者が賠償を請求し、権利侵害と訴えられた者により登録商標専用権者が登録

商標を使用していないとの抗弁がなされたときは、人民法院は、登録商標専用権者に、これまで 3 年以内に

その登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。 

登録商標専用権者は、これまで 3 年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、

又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、権利侵害として訴えられた者は、損

害賠償の責任を負わない。 

登録商標専用権の侵害商品であることを知らずに販売したときは、当該商品を合法的に取得したことを証

明でき、かつ提供者について説明できる場合に限り、損害賠償の責任を負わない。 

第六十五条 商標登録者又は利害関係者は、他人がその商標専用権の侵害行為を行っていること又は行お

うとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しが

たい損害を与えるおそれがあるときは、提訴する前に、法により人民法院に関係行為の差止命令と財産の保

全措置を行うよう請求することができる。 

第六十六条 侵害行為を差止める際に、証拠が失われる可能性があるとき、又は今後の取得が困難である

ときは、商標登録者又は利害関係者は、提訴する前に、法により人民法院に証拠の保全を請求することがで

きる。 

第六十七条 商標登録者の許諾を得ずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成す

るときは、被侵害者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追及する。 

他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又はその偽造若しくは無断で製造した登録商標の標

章を販売することにより犯罪を構成するときは、被侵害者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追及

する。 

登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売することにより犯罪を構成するときは、被侵害者の損失を

賠償するほか、法により刑事責任を追及する。 

第六十八条 商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、工商行政管理部門は、期間

を定めて是正するよう命じ、警告を与え、1 万元以上 10 万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及び

その他の直接責任者に警告を与え、5 千元以上 5 万元以下の罰金を科す。犯罪を構成するときは、法により

刑事責任を追及する。 
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（一）商標関連事項の対応にあたり、法的文書、印章、署名を偽造、変造し、又は偽造、変造した法的文

書、印章、署名を使用すること。 

（二）他の商標代理機構を中傷する等の手段による商標代理業務の誘致、又はその他の不正な手段により

商標代理市場の秩序を乱すこと。 

（三）この法律の第十九条第三項、第四項の規定に違反すること。 

商標代理機構に前項に定める行為があるときは、工商行政管理部門は、信用記録に記載する。情状が重大

なときは、商標局、商標評審委員会は、同時にその商標代理業務の受理停止を決定し、かつ公告することが

できる。 

商標代理機構が、誠実信用の原則に違反し、委託者の合法的利益を侵害したときは、法により民事責任を

負うものとし、商標代理業界組織は、定款の規定により懲戒を与える。 

第六十九条 商標の登録、管理及び再審業務に従事する国家機関職員は、私情なく公平に法律を執行し、

廉潔に自らを律し、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない。 

商標局、商標評審委員会並びに商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関職員は、商標の代理業務

及び商品の生産活動に従事してはならない。 

第七十条 工商行政管理局は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び再審業務を責務とする

国家機関職員による法律及び行政法規の執行、並びに規則の遵守についての状況を監督、検査しなければな

らない。 

第七十一条 商標登録､管理及び再審業務に従事する国家機関職員が、職務を怠り、職権を濫用し、情実に

とらわれて不正行為を行い、商標の登録、管理及び再審を違法に処理し、当事者から財物を受け取り、不正

な利益をむさぼり、犯罪を構成するときは、 

法により刑事責任を追及する。なお、犯罪を構成しないときは、法により処分を科す。 

 

第七章 附 則 

第七十二条 商標登録出願及びその他の商標事務手続をするときは、手数料を納付しなければならない。具

体的な手数料の基準は、別に定める。 

第七十三条 この法律は、1983 年 3 月 1 日より施行する。1963 年 4 月 10 日に国務院が公布した「商標管

理条例」は、同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定がこの法律と抵触するときは、同時に失効す

る。 

この法律の施行前に既に登録された商標は、引き続き有効とする。 
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中華人民共和国著作権法62 

 

（1990 年 9 月 7 日付けの第 7 期全国人民代表大会常務委員会第 15 回会議にて可決された。2001 年 10 月

27 日付けの第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議による「『中華人民共和国著作権法』の改正に

関する決定」に従って第 1 回の改正を行った。2010 年 2 月 26 日付けの第 11 期全国人民代表大会常務委員

会第 13 回会議による「『中華人民共和国著作権法』の改正に関する決定」に従って第 2 回の改正を行った。

2020 年 11 月 11 日付けの第 13 期全国人民代表大会常務委員会第 23 回会議による「『中華人民共和国著作権

法』の改正に関する決定」に従って第 3 回の改正を行った。） 

 

目次 

 

第一章 総則 

第二章 著作権 

 第一節 著作権者及びその権利 

 第二節 著作権の帰属 

 第三節 権利の保護期間 

 第四節 権利の制限 

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約 

第四章 著作隣接権 

 第一節 図書、刊行物の出版 

  第二節 実演 

 第三節 録音録画 

 第四節 放送局・テレビ局の放送 

第五章 著作権及び著作隣接権の保護 

第六章 附則 

  

 
62出所：2020 年 11 月 19 日付け全人代ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202011/848e73f58d4e4c5b82f69d25d46048c6.shtml 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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第一章 総則 

 

第一条 文学、芸術及び科学的著作物の著作者の著作権並びに著作権に隣接する権利・利益を保護し、社

会主義における精神的文明と物質的文明の建設に有益な著作物の創作と伝達を奨励し、社会主義文化及び科

学事業の発展と繁栄を促すべく、憲法に基づき本法を制定する。 

第二条 中国公民、法人又は非法人組織の著作物は、発表の要否を問わず、本法により著作権を享有する。 

外国人、無国籍人の著作物がその著作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協議によ

って、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、本法の保護を享受する。 

外国人、無国籍人の著作物であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。 

中国と協議が締結されず、又は共に国際条約に非加盟の国家の著作者及び無国籍人の著作物が、中国が加

盟している国際条約の加盟国において最初に出版されたとき、若しくは加盟国と非加盟国において同時に出

版されたときは、本法における保護を享受する。 

第三条 本法にいう著作物とは、文学、美術及び科学分野において、独創性を有し、かつ、一定の形式で

表現可能な知的成果をいい、次の各号に掲げる著作物が含まれる。 

（一）文字による著作物 

（二）口述による著作物 

（三）音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術による著作物 

（四）美術、建築による著作物 

（五）撮影による著作物 

（六）視聴覚著作物 

（七）工事・建築設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形による著作物及び模型著作物 

（八）コンピュータソフトウェア 

（九）著作物の特徴に合ったその他の知的成果 

第四条 著作権者及び著作隣接権者が権利を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共の

利益を害してはならない。国家は法により、著作物の出版、伝達に対して管理監督を行う。 

第五条 本法は次の各号に掲げるものに適用されない。 

（一）法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質を有する文書、並び

にそれら公文書の正式訳文 

（二）単純な事実情報 
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（三）暦法、汎用的数表、汎用的表及び公式 

第六条 民間文学芸術の著作物に係る著作権の保護弁法は、国務院が別途規定する。 

第七条 国家著作権主管部門は、全国の著作権の管理業務に責任を負う。県級以上の地方における著作権

を主管する部門は、本行政区域内の著作権の管理業務に責任を負う。 

第八条 著作権者及び著作隣接権者は、著作権集団管理組織に授権して著作権又は著作隣接権を行使させ

ることができる。法により設立された著作権集団管理組織は非営利法人であり、授権された後に、自らの名

義をもって著作権者と著作隣接権者のために権利を主張することができる。併せて著作権又は著作隣接権に

かかる訴訟や仲裁、調停活動に当事者として関与することができる。 

著作権集団管理組織は、授権に基づき使用者から使用料を徴収する。使用料の徴収基準は著作権集団管理

組織と使用者代表の協議により確定し、協議が成立しない場合は、国家著作権主管部門に裁定を請求するこ

とができる。裁定の結果に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。また、当事者は直接、

人民法院に訴訟を提起することもできる。 

著作権集団管理組織は、使用料の受領と移転、管理費の取り出しと使用、使用料の未分配分等の全体状況

を定期的に社会に公表し、権利者と使用者の照会に供する権利情報照会システムを構築しなければならない。

国家著作権主管部門は法により著作権集団管理組織に対する管理監督を行わなければならない。 

著作権集団管理組織の設立形式・権利義務・使用料の受領、分配及びその管理監督等については国務院が

別段規定する。 

 

第二章 著作権 

 

第一節 著作権者及びその権利 

 

第九条 著作権者には、次の各号に掲げる者が含まれる。 

（一）著作者 

（二）その他、本法により著作権を享有する自然人、法人又は非法人組織 

第十条 著作権には、次の各号に掲げる人格権と財産権が含まれる。 

（一）公表権、即ち著作物を公表するか否かを決定する権利 

（二）氏名表示権、即ち著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利 

（三）改変権、即ち著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利 
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（四）同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう保護する権利 

（五）複製権、即ち印刷・コピー・拓本・録音・録画・ダビング・デュープ、デジタル化等の方法によっ

て著作物を一部又は複数部製作する権利 

（六）発行権、即ち販売又は贈与の方法で公衆に著作物の原本又は複製品を提供する権利 

（七）貸与権、即ち有償で他人が視聴覚著作物及びコンピュータソフトウェアの原本又は複製物を一時的

に使用することを許諾する権利。ただし、コンピュータソフトウェア自体が貸与の主な対象ではないものを

除く。 

（八）展示権、即ち美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利 

（九）実演権、即ち著作物を公開実演し、併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放送する権利 

（十）上映権、即ち上映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、視聴覚著作物等を

公開し再現する権利 

（十一）放送権、即ち有線方式又は無線方式によって著作物を公開伝達又は中継し、及び拡声器又はその

他の信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に著作物を伝達・放送する権利。ただし、本項（十

二）に規定される権利を除く。 

（十二）情報ネットワーク伝達権、即ち有線又は無線方式により公衆に提供し、公衆が選定した時間、場

所で著作物を入手できるようにする権利 

（十三）撮影製作権、即ち視聴覚著作物の撮影製作方法により、著作物を媒体上に固定させる権利 

（十四）翻案権、即ち著作物を改変し、独創性を有する新たな著作物を作り出す権利 

（十五）翻訳権、即ち著作物をある言語から別の言語に変換する権利 

（十六）編集権、即ち著作物又は著作物の一部を選択又は編成し、新たな著作物として編集する権利 

（十七）著作権者が享有すべきその他の権利 

著作権者は、前項第五号乃至第十七号に規定する権利の行使を他人に許諾し、かつ、取り決め又は本法の

関連規定により報酬を得ることができる。 

著作権者は、本条第一項第五号乃至第十七号に規定する権利の全部又は一部を譲渡し、かつ、取り決め又

は本法の関連規定により報酬を得ることができる。 

 

第二節 著作権の帰属 

 

第十一条 著作権は著作者に帰属する。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 
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著作物を創作した自然人を著作者とする。 

法人又は非法人組織が主管し、法人又は非法人組織の意思を代表して創作し、かつ、法人又は非法人組織

が責任を負担する著作物については、法人又は非法人組織を著作者とみなす。 

第十二条 著作物に署名した自然人、法人又は非法人組織を著作者とし、かつ、当該著作物に相応の権利

が存在する。ただし、反証がある場合は、この限りではない。 

著作者等の著作権者は国家著作権主管部門が認定した登録機関に著作物を登録することができる。 

著作隣接権については、前の二項の規定を援用する。 

第十三条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物の著作権は、その翻案、

翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するときは、原著作物の著作権を侵害しては

ならない。 

第十四条 二人以上の者が共同で創作した著作物の著作権は、共同著作者によって共有される。創作に参

加していない者は、共同著作者とはなりえない。 

共同で創作した著作物の著作権は、共同著作者が協議をして合意の上で行使される。協議をしても合意で

きず、かつ、正当な理由がないときは、いずれの当事者も他の当事者が譲渡、他人に対する専用利用の許諾、

質権設定以外の権利を行使することを妨げてはならない。ただし、その収益はすべての共同著作者に合理的

に分配しなければならない。 

分割して使用できる共同著作物については、著作者は各自の創作部分に対して単独で著作権を享有できる。

ただし、著作権を行使するときは、共同著作物全体の著作権を侵害してはならない。 

第十五条 いくつかの著作物、著作物の一部、又は著作物として構成されていないデータ又はその他の資

料を編集し、その内容を選択又は改編して独創性を体現している著作物は、編集著作物として、その著作権

は編集者が享有する。ただし、著作権を行使するときは、原著作物の著作権を侵害してはならない。 

第十六条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより生じた著作物を使用して出版・

実演、録音録画製品の作成を行う場合、当該著作物の著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を得た上で、

報酬を支払わなければならない。 

第十七条 視聴覚著作物における映画著作物、テレビドラマ著作物の著作権は、製作者が享有する。ただ

し、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示権を享有し、併せて製作者と締結した契約によっ

て報酬を受ける権利を享有する。 

前項に規定されたもの以外の視聴覚著作物の帰属は当事者が取り決める。取り決めがない、取り決めが不

明確な場合は、製作者が享有する。ただし、著作者は、氏名表示権と報酬受領権を有する。 
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視聴覚著作物における脚本、音楽等単独で使用できる著作物の著作者は、その著作権を単独で行使する権

利を享有する。 

第十八条 自然人が法人又は非法人組織にかかる業務上の任務を遂行するために創作した著作物は職務

著作物であり、本条第二項の規定を除き、その著作権は著作者が享有する。ただし、法人又は非法人組織は

その業務の範囲内で優先的に使用できる権利を享有する。著作物が完成してから 2 年以内は、事業者の同意

を得ずに、著作者は第三者に事業者が使用することと同様の方法で当該著作物を使用することを許諾しては

ならない。 

次の各号に掲げる形態のいずれかの職務著作物について、著作者は氏名表示権を享有する。著作権にかか

るその他の権利は、法人又は非法人組織が享有する。法人又は非法人組織は著作者に奨励を与えることがで

きる。 

（一）主として法人又は非法人組織の物質上の技術的条件を利用して創作し、かつ、法人又は非法人組織

が責任を負う建築・工事設計図、製品設計図、地図、見取り図、コンピュータソフトウェア等の職務著作物 

（二）新聞社、雑誌社、通信社、ラジオ局、テレビ局のスタッフが創作した職務著作物 

（三）法人又は非法人組織が著作権を享有することを、法律・行政法規が規定した、又は契約で取り決め

た職務著作物。 

第十九条 委託を受けて創作された著作物の著作権の帰属は、委託者及び受託者が契約により取り決める

こととする。契約に明確な取り決めがない、又は契約を締結していない場合、著作権は受託者に帰属する。 

第二十条 著作物の原本にかかる所有権の移転は、著作権の帰属を変更しない。ただし、美術及び撮影の

著作物の原本にかかる展示権は、原本の所有者が享有する。 

著作者が、公表していない美術及び撮影の著作物の原本の所有権を他人に譲渡し、譲受人が当該原本を展

示することは、著作者の公表権の侵害を構成しない。 

第二十一条 著作権が自然人に帰属する場合、当該自然人が死亡した後、本法第十条第一項第五号乃至第

十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に法により移転する。 

著作権が法人又は非法人組織に帰属する場合、当該法人又は非法人組織が変更又は終了した後、本法第十

条第一項第五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に当該権利義務を承継する

法人又は非法人組織が享有する。当該権利義務を承継する法人又は非法人組織が存在しない場合には、国が

享有する。 

 

第三節 権利の保護期間 
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第二十二条 著作者の氏名表示権、改変権、及び同一性保持権の保護期間は制限を受けない。 

第二十三条 自然人の著作物の公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は

著作者の生涯及びその死亡後の 50 年とし、著作者の死亡の日から起算して 50 年を経過した年の 12 月 31 日

までとする。共同著作物の場合、最後に死亡した著作者が死亡した日から起算して 50 年を経過した年の 12

月 31 日までとする。 

法人又は非法人組織の著作物及び著作権(氏名表示権を除く)を法人又は非法人組織が享有する職務著作物

にかかる公表権の保護期間は 50 年とし、著作物の創作が完了した日から起算して 50 年を経過した年の 12

月 31 日までとする。本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は 50 年とし、著作物が

最初に公表された日から起算して 50 年を経過した年の 12 月 31 日までとする。ただし、著作物が創作完了

後の 50 年以内に公表されなかったときは、本法による保護を享受しない。 

視聴覚著作物にかかる公表権の保護期間は 50 年とし、著作物の創作が完了した日から起算して 50 年を経

過した年の 12 月 31 日までとする。本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は 50 年

とし、著作物が最初に公表された日から起算して 50 年を経過した年の 12 月 31 日までとする。ただし、著

作物が創作完了後の 50 年以内に公表されなかったときは、本法による保護を享受しない。 

 

第四節 権利の制限 

 

第二十四条 次の各号に掲げる状況において著作権を利用する場合は、著作権者の許諾を必要とせず、著

作権者に報酬を支払わなくてもよい。ただし、著作者の氏名又は名称、及び著作物の名称を明示しなければ

ならず、かつ、当該著作物の正常な使用に影響を及ぼしてはならず、著作権者の合法的権利・利益を不適切

に害してはならない。 

（一）個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人に既に公表された著作物を使用する場合。 

（二）ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、著作物において他人に既に公表された

著作物を適切に引用する場合。 

（三）ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアで既に公表され

た著作物をやむを得ず再現又は引用する場合。 

（四）新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアが、他の新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレ

ビ局等のメディアにより既に公表された政治、経済、宗教問題に関する時事的文章を掲載又は放送する場合。
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ただし、著作権者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合はこの限りでない。 

（五）新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアが、公衆の集会において公表された演説を掲

載又は放送する場合。ただし、著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合はこの限りでない。 

（六）学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された著作物を翻訳、翻案、編集、再生

又は少量複製し、授業又は科学研究にかかる者の使用に供する場合。ただし、それを出版又は発行してはな

らない。 

（七）国家機関が公務執行のために、既に公表された著作物を合理的な範囲内で使用する場合。 

（八）図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館、文化館等が陳列又は版本を保存する必要から当該館

が収蔵する著作物を複製する場合。 

（九）既に公表された著作物を無償で実演する場合、当該実演は公衆から費用を徴収せず実演者にも報酬

を支払わず、かつ、営利を目的としない場合。 

（十）公共の場所に設置又は陳列されている美術の著作物につき、模写、描写、撮影又は録画する場合。 

（十一）中国の公民、法人又は非法人組織により既に公表済みの国家通用言語文字により創作された著作

物を、少数民族の言語に翻訳し、国内で出版及び発行する場合。 

（十二）既に公表された著作物を、読字障害を有する者が知覚可能な無障害方法により、読字障害を有す

る者に対して提供する場合。 

（十三）法律、行政法規に規定されたその他の場合。 

前項の規定は、著作隣接権の制限に適用する。 

第二十五条 義務教育及び国の教育計画を実施するために編纂出版される教科書には、著作者の許諾を得

ることなく、当該教科書の中で既に公表された著作物の一部若しくは短編の文字による著作物、音楽著作物、

又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物若しくはグラフィック著作物を編集することができる。ただし、規

定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならず、著作者の氏名又は名称・著作物の名称を明記しなけれ

ばならない。併せて著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。 

前項の規定は、著作隣接権の制限に適用する。 

 

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約 

 

第二十六条 他人の著作物を使用するにあたっては、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。

本法の規定により許諾を要しない場合はこの限りでない。 
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使用許諾契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。 

（一）使用を許諾する権利の種類 

（二）使用を許諾する権利の専用使用権か非専用使用権かの区別 

（三）使用を許諾する地理的範囲、期間 

（四）報酬支払基準及び方法 

（五）違約責任 

（六）当事者双方が取り決めを要すると認めるその他の内容 

第二十七条 本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の譲渡は、書面による契約を締結しなけ

ればならない。 

譲渡契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。 

（一）著作物の名称 

（二）譲渡する権利の種類、地理的範囲 

（三）譲渡額 

（四）譲渡額の支払日及び方法 

（五）違約責任 

（六）当事者双方が取り決めを要すると認めるその他の内容 

第二十八条 著作権における財産権を目的とする質権を設定する場合、質権設定者と質権者は法により質

権設定の登記手続きを行う。 

第二十九条 使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾、譲渡を明確にしていない権利につい

て、著作権者の同意を得ずに、相手方当事者はこれを行使してはならない。 

第三十条 著作物の使用報酬支払基準は当事者が取り決めることができ、国家著作権主管部門が関係部門

と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできる。当事者間の取り決めが不明確な場合

は、国家著作権主管部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払う。 

第三十一条 出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人

の著作物を使用する場合には、著作者の氏名表示権、改変権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害し

てはならない。 

 

第四章 著作隣接権 
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第一節 図書、刊行物の出版 

 

第三十二条 図書出版者は図書を出版するにあたって、著作権者と出版契約を締結しなければならず、か

つ、報酬を支払わなければならない。 

第三十三条 図書出版者は、著作権者から出版用に渡された著作物について、契約により享有が取り決め

られた専用出版権に基づき本法による保護を受ける。その他の者は、当該著作物を出版してはならない。 

第三十四条 著作権者は契約に取り決めた期限に従って著作物を引き渡さなければならない。図書出版者

は契約に取り決めた出版の品質、期限に従い、図書を出版しなければならない。 

図書出版者が契約に取り決めた期限内に出版しない場合、本法第六十一条の規定に基づき民事責任を負わ

なければならない。 

図書出版者が著作物を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知しなければならず、かつ、報酬を支払わ

なければならない。図書が完売した後、図書出版者が増刷又は再版を拒否した場合に、著作権者は当該契約

を終了させる権利を有する。 

第三十五条 著作権者は、新聞社・定期刊行物出版社に投稿する際に、原稿発送日から 15 日以内に新聞

社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から 30 日以内に定期刊行物出版社の掲載決定通

知を受領しなかった場合、同一の著作物を他の新聞社・定期刊行物出版社に投稿することができる。ただし、

当事者双方に別段の取り決めがある場合はこの限りでない。 

著作物が掲載された後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場合を除き、他の新

聞・刊行物はこれを転載又はダイジェスト、若しくは資料として掲載することができる。ただし、規定に基

づき著作権者に報酬を支払わなければならない。 

第三十六条 図書出版者は、著作権者の許諾を受けて、著作物を改変又は要約することができる。 

新聞社・定期刊行物出版社は、著作物に対し文字上の改変及び要約を行うことができる。内容の改変につ

いては、著作者の許諾を得なければならない。 

第三十七条 出版者は、その出版した図書・定期刊行物のレイアウトデザインを使用することを他人に許

諾する、又は禁止する権利を有する。 

前項に定める権利の保護期間は 10 年とし、当該レイアウトデザインを使用する図書・定期刊行物が最初

に出版された日から起算して 10 年を経過した年の 12 月 31 日までとする。 

 

第二節 実演 
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第三十八条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者は著作権者の許諾を得なければならず、かつ、

報酬を支払わなければならない。演出を行う事業者が演出を行う場合、当該事業者は著作権者の許諾を得な

ければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。 

第三十九条 実演者はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。 

（一）実演者の身分を表示する権利 

（二）実演イメージが歪曲されないよう保護する権利 

（三）他人が現場から生放送及びその現場からの実演を公開送信することを許諾し、かつ、報酬を受ける

権利 

（四）他人が録音録画することを許諾し、かつ、報酬を受ける権利 

（五）他人が、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行、貸与することを許諾し、かつ、報酬を

取得する権利 

（六）他人が情報ネットワークを通じてその実演を公衆に送信することを許諾し、かつ、報酬を受ける権

利 

許諾を得た者は、前項第三号乃至第六号に定める方法により著作物を使用する場合、著作権者の許諾を得

なければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。 

第四十条 実演者が所属する実演事業者の実演任務遂行のために行う実演は職務実演とし、実演者は身分

を表示する権利と演出のイメージが歪曲されないように保護する権利を有し、その他の権利の帰属は、当事

者間の取り決めによる。当事者間に取り決めがないか又は取り決めが不明確な場合、職務実演の権利は実演

事業者が享有するものとする。 

職務実演の権利は実演者が享有する場合、実演事業者はその業務範囲内で当該実演を無償で使用すること

ができる。 

第四十一条 本法第三十九条第一項第一号、第二号に定める権利の保護期間は制限を受けない。 

本法第三十九条第一項第三号乃至第六号に定める権利の保護期間は 50 年とし、当該実演が発生した日か

ら起算して 50 年が経過した年の 12 月 31 日までとする。 

 

第三節 録音録画 

 

第四十二条 録音録画製作者が、他人の著作物を利用して録音録画製品を製作する場合、著作権者の許諾
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を得なければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。 

録音製作者が、録音製品に合法的に収録されている他人の音楽の著作物を使用して録音製品を製作する場

合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、規定に従い報酬を支払わなければならない。著作権者が使用

を許諾しない旨を表明している場合、これを使用してはならない。 

第四十三条 録音録画製作者が録音録画製品を製作する場合は、実演者と契約を締結しなければならず、

かつ、報酬を支払わなければならない。 

第四十四条 録音録画製作者は、その製作した録音録画製品に対して、他人に複製、発行、貸与、情報ネ

ットワークを通じた公衆への伝達を許諾し、かつ、報酬を受ける権利を享有する。当該権利の保護期間は 50

年とし、当該製品が最初に製作を完成した日から起算して 50 年を経過した年の 12 月 31 日までとする。 

許諾を得た者は、録音録画製品について複製、発行、情報ネットワークを通じた公衆への伝達を行う場合、

著作権者及び実演者の許諾を同時に得なければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。許諾を得た

者は、録音録画製品を貸与する場合、さらに実演者の許諾を得なければならず、かつ、報酬を支払わなけれ

ばならない。 

第四十五条 録音製品を有線又は無線の公開伝達に使用する場合、又は音声を伝送する技術装置を介して

公衆に公開送信する場合、録音製作者に報酬を支払わなければならない。 

 

第四節 放送局・テレビ局の放送 

 

第四十六条 放送局・テレビ局は公表されていない他人の著作物を放送する場合、著作権者の許諾を得な

ければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。 

放送局・テレビ局は、公表済みの他人の著作物を放送する場合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、

規定に従って報酬を支払わなければならない。 

第四十七条 ラジオ局、テレビ局は、その許諾を受けていない次の各号に掲げる行為を禁止する権利を有

する。 

（一）それが放送したラジオ、テレビ番組を有線又は無線で中継すること 

（二）それが放送したラジオ、テレビ番組を録音・録画、複製すること 

（三）それが放送したラジオ、テレビ番組を、情報ネットワークを通じて公衆に送信すること 

ラジオ局、テレビ局が前項に定める権利を行使するときは、他人による著作権又は著作隣接権の行使に影

響を与えたり、それを制限したり侵害したりしてはならない。 
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本条第一項に定める権利の保護期間は 50 年とし、当該ラジオ、テレビ番組が最初に放送された日から起

算して 50 年を経過した年の 12 月 31 日までとする。 

第四十八条 テレビ局が他人の視聴覚著作物、録画著作物を放送する場合は、視聴覚著作物の著作権者又

は録画製作者の許諾を得なければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。他人の録画著作物を放送

する場合は、著作権者の許諾も得なければならず、かつ、報酬を支払わなければならない。 

 

第五章 著作権及び著作隣接権の保護 

 

第四十九条 著作権及び著作隣接権を保護することを目的として、権利者は技術的措置を採用することが

できる。 

権利者の許諾を得ずに、如何なる組織又は個人も技術的措置を故意に回避又は破壊してはならず、技術的

措置の回避又は破壊を目的とする、関連の装置又は部品の製造、輸入、公衆に対する提供を行ってはならず、

他人が技術的措置を回避又は破壊するために故意に技術サービスを提供してはならない。ただし、法律、行

政法規に回避を可能とする規定がある場合は、この限りではない。 

本法にいう技術的措置とは、権利者の許諾を得ずに著作物、実演、録音録画製品を閲覧、鑑賞し又は情報

ネットワークを通じて著作物、実演、録音録画製品の有効な技術、装置又は部品を公衆に提供することを防

止、制限するために使用されるものを指す。 

第五十条 次の各号に掲げる状況においては、技術的措置を回避することができる。ただし、他人に対し

技術的措置を回避する技術、装置又は部品を提供してはならず、著作権者が法により享受するその他の権利

を侵害してはならない。 

（一）学校の教室における授業又は科学研究のために、少量の既に公表された著作物を提供し、授業又は

科学研究にかかる者の使用に供する場合で、当該著作物を正常なルートを通じて取得できない場合。 

（二）営利目的ではなく、読字障害者が知覚可能な無障害方法で、当該障害者に対して既に公表された著

作物を提供する場合であって、当該著作物が正常なルートを通じて取得できないとき。 

（三）国家機関が行政・監察・司法手続きに基づいて公務を執行する場合。 

（四）コンピュータ及びそのシステム又はネットワークのセキュリティ性能に対して測定を行う場合。 

（五）暗号化又はコンピュータソフトウェアのリバース・エンジニアリングに関する研究を行う場合。 

前項の規定は、著作隣接権の制限に適用する。 

第五十一条 権利者の許諾を得ずに、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 



 

406 

 

（一）著作物、レイアウトデザイン、実演、録音録画製品、又はラジオ、テレビ番組における権利管理情

報を故意に削除又は変更すること。ただし、技術的理由により削除又は変更を回避できない場合は、この限

りではない。 

（二）著作物、レイアウトデザイン、実演、録音・録画製品、又はラジオ、テレビ番組における権利管理

情報が許諾を得ずに削除又は変更がなされたことを知りながら、又は知っているはずでありながら、公衆に

提供すること。 

第五十二条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて侵害の停止、影響の除去、謝

罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。 

（一）著作権者の許諾を得ずに、その著作物を公表した場合。 

（二）共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した著作物を自ら単独で創作した著作物として公表し

た場合。 

（三）創作に参加せずに、個人の名誉と利益のために、他人の著作物に氏名を表示した場合。 

（四）他人の著作物を歪曲、改ざんした場合。 

（五）他人の著作物を盗用した場合。 

（六）著作権者の許諾を得ずに、展示、視聴覚著作物の撮影製作方法により著作物を使用した、又は翻案、

翻訳、注釈等により著作物を使用した場合。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（七）他人の著作物を使用し、報酬を支払わなければならないにもかかわらず、それを支払わなかった場

合。 

（八）視聴覚著作物、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、実演者又は録音録画製作者

の許諾を得ずに、その著作物若しくは録音録画製品の原本、又は複製品を貸与した場合。ただし、本法に別

段の規定がある場合は、この限りでない。 

（九）出版者の許諾を得ずに、その出版された図書、定期刊行物のレイアウトデザインを使用した場合。 

（十）実演者の許諾を得ずに、現場から生放送又は現場の実演を公開伝達した場合、又はその実演を収録

した場合。 

（十一）その他著作権及び著作隣接権の侵害行為。 

第五十三条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて本法第五十二条に規定する民

事責任を負わなければならない。権利侵害行為が同時に公共利益を損害した場合には、著作権を主管する部

門が権利侵害行為の停止を命じ、警告を与え、違法所得を没収し、権利侵害にかかる複製品及び主に権利侵

害にかかる複製品の製作に用いる材料、工具、設備等を没収、無害化破棄処理し、違法経営額が 5 万元以上
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の場合、違法経営額の 1 倍以上 5 倍以下の罰金を併科することができる。違法経営額がない場合、違法経営

額の算出が困難である場合、又は違法経営額が 5 万元未満の場合、25 万元以下の罰金を併科することができ

る。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。 

（一）著作権者の許諾を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、上映、放送、編集し、情報ネットワー

クを通じて公衆に送信した場合。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（二）他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。 

（三）実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行した、又は情報ネットワ

ークを通じて公衆に送信した場合。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（四）録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行した、又は情報ネットワ

ークを通じて公衆に送信した場合。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（五）許諾を得ずにラジオ、テレビ番組を放送し、複製し、又は情報ネットワークを通じて公衆に送信し

た場合。ただし、本法に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（六）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、技術的措置を故意に回避又は破壊した場合、主に技術

的措置の回避若しくは破壊に用いる装置若しくは部品を故意に製造、輸入、若しくは他人に供給した場合、

又は技術的措置を回避若しくは破壊するための技術サービスを故意に他人に提供した場合。ただし、法律、

行政法規に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（七）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、著作物、レイアウトデザイン、実演、録音録画製品、

又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報を故意に削除又は変更した場合、著作物、レイアウトデザイ

ン、実演、録音録画製品、又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報が許諾を得ずに削除又は変更がな

されたことを知りながら、又は知っているはずでありながら、公衆に提供した場合。ただし、法律、行政法

規に別段の規定がある場合は、この限りでない。 

（八）他人の氏名表示を詐称した著作物を製作、販売した場合。 

第五十四条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合、権利侵害者は権利者がこれにより受けた実質的損失

又は権利侵害者の違法所得に基づいて損害賠償しなければならない。権利者の実質的損失や権利侵害者の違

法所得の算出が困難であるときは、当該権利の使用料に応じて損害賠償を行うことができる。著作権又は著

作隣接権を故意に侵害し、情状が深刻な場合は、上述の方法により確定された金額の 1 倍以上 5 倍以下の損

害賠償を行うことができる。 

権利者の実質的損失、権利侵害者の違法所得、権利の使用料の算出が困難であるときは、人民法院は、侵

害行為の情状により 500 元以上 500 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。 
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賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。 

人民法院は賠償額を認定するにあたり、権利者が必要な立証責任を果たしたものの、権利侵害に関わる帳

簿、資料等を主として権利侵害者が所持している場合、権利侵害者に権利侵害の行為に関わる帳簿、資料等

の提出を命ずることができる。権利侵害者が提出を拒み、又は虚偽の帳簿、資料等を提出した場合、人民法

院は権利者の主張及び提出した証拠を参考にして賠償額を認定することができる。 

人民法院は著作権紛争事件を審理するにあたり、権利者の請求に応じて、特殊な事情がある場合を除き、

侵害複製品の廃棄を命じる。また、主に権利侵害にかかる複製品の製作に用いる材料、工具、設備等につい

て廃棄を命じ、かつ、補償を与えない。特殊な事情がある場合には、前記材料、工具、設備等の商業ルート

への参入を禁止し、かつ、補償を与えない。 

第五十五条 著作権を主管する部門は、著作権及び著作隣接権の侵害疑義行為を調査・処分するとき、関

係当事者に聞き取り調査し、違法疑義行為に関わる状況を取り調べること、当事者が違法疑義行為を行った

場所又は物品について立入検査を実施すること、違法疑義行為に関わる契約書、領収書、帳簿及びその他の

関連資料を調査、複製することができ、また、違法疑義行為を行った場所と物品を差押え又は押収すること

ができる。 

著作権を主管する部門が法により前項に規定する職権を行使するとき、当事者は助力・協力をしなければ

ならず、これを拒み、又は妨害してはならない。 

第五十六条 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利の侵害行為、その権利実現の妨害行為を現に

行っている、又はまさに行おうとしていることを立証できる証拠を有しており、これを直ちに制止しなけれ

ば、その合法的権益に補填しがたい損害を被らせるおそれがある場合は、訴えを提起する前に、法に基づき、

人民法院に財産保全、特定行為実施命令、特定行為禁止命令等の措置をとるよう請求することができる。 

第五十七条 侵害行為を制止するために、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に入手することが困難

な状況において、著作権者又は著作隣接権者は訴えを提起する前に法により、人民法院に証拠保全を請求す

ることができる。 

第五十八条 人民法院は事件の審理において、著作権又は著作隣接権にかかる侵害に対して、違法所得、

権利侵害にかかる複製品及び違法活動に用いられた財物を没収することができる。 

第五十九条 複製品の出版者、製作者が、その出版、製作が合法的に授権されたものであることを証明で

きない場合、又は複製品の発行者或いは視聴覚著作物、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品

の貸与者がその発行、貸与した複製品の合法的な入手ルートを証明できない場合には、法的責任を負わなけ

ればならない。 
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訴訟手続において、被疑侵害者が権利侵害責任を負わないと主張する場合には、既に権利者の許諾を得て

いるか、又は、本法に定める権利者の許諾を得ずに使用できる状況を有することを証明するための証拠を提

出しなければならない。 

第六十条 著作権紛争は調停を行うことができ、当事者間で合意した仲裁協議書又は著作権契約中の仲裁

条項に基づき、仲裁機構に仲裁を請求することもできる。 

当事者が仲裁協議書を締結しておらず、著作権契約中に仲裁条項を定めていない場合は、直接人民法院に

訴えを提起することができる。 

第六十一条 当事者が契約義務を履行しない、又は契約義務の履行が取り決め条件に適合しないことによ

り民事責任を負う場合、及び当事者が訴訟権利を行使し、保全を請求する場合は、関連法律の規定を適用す

る。 

 

第六章 付則 

 

第六十二条 本法にいう著作権とは、即ち版権のことである。 

第六十三条 本法第二条にいう出版とは、著作物の複製及び発行を指す。 

第六十四条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護方法については国務院により別

途規定される。 

第六十五条 撮影著作物の公表権は、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間が

2021 年 6 月 1 日前にすでに満了しているものの、本法第二十三条第一項の規定により、保護期間内にある

場合、保護を受けない。 

第六十六条 本法に定める著作権者、出版者、実演者、録音録画製作者、ラジオ局、テレビ局の権利で、

本法施行日に未だ本法に定める保護期間を超えていないものについては、本法による保護を受ける。 

本法施行前に発生した権利侵害又は違約行為は、権利侵害時又は違反行為の発生時の関連規定によって処

理される。 

第六十七条 本法は、1991 年 6 月 1 日より施行する。 
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不正競争防止法63 

（1993年9月2日第8期全国人民代表大会常務委員会第3回会議にて採択2017年11月4日第12期全国人民代表大

会常務委員会第30回会議第一回改正、2019年4月23日第13期全国人民代表大買常務委員会大10回会議第二回

改正） 

第一章 総則 

第1条 社会主義市場経済の健全な発展を促進し、公平な競争を奨励し、保護し、不正競争行為を制止し、か

つ事業者及び消費者の適法な権益を保護するため、本法を制定する。 

第2条 事業者は、生産経営活動において、自由意思、平等、公平、誠実信用の原則に従い、法律及び商業道

徳を遵守しなければならない。本法において不正競争行為とは、事業者が生産経営活動において、本法の規

定に違反し、市場競争秩序を撹乱し、他の事業者又は消費者の適法な権益を損なう行為をいう。本法におい

て事業者とは、商品の生産、経営又はサービスの提供（以下にいう商品には、サービスが含まれる。）に従

事する自然人、法人、不法人組織をいう。 

第3条 各級人民政府は、措置を講じ、不正競争行為を制止し、公平な競争のため良好な環境及び条件を作り

あげなければならない。国務院は、不正競争防止業務の調整の仕組みを確立し、不正競争防止に関する重大

政策を検討、決定し、市場の競争秩序の維持に関する重大な問題を調整、処理する。 

第4条 県級以上の人民政府で工商行政管理の職責を履行する部門は、不正競争行為に対し調査・処分を行

う。法律、行政法規に対しその他の部門が調査・処分を行うという規定がある場合、当該規定に従う。 

第5条 国はいかなる組織及び個人が不正競争行為に対し社会的監督を行うことを奨励、支持しまた保護す

る。国家機関及びその公務員は不正競争行為を助長し、庇護してはならない。業界組織は、業界の自主規制

を強化し、会員が法に基づいて競争するよう導き、適正化して、市場の競争秩序を維持しなければならな

い。 

第二章 不正競争行為 

第6条 事業者は、次の各号に掲げる混同行為を実施し、他人の商品である又は他人と特定の関連性がある

との誤認を関連公衆に生じさせてはならない。 

（1）他人の一定の影響力のある商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似した標識を無断で使用する。 

 
63出所：2017 年 11 月 4 日及び 2019 年 4 月 23 日付け中国人大網ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で

日本語仮訳を作成  

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-11/04/content_2031432.htm 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201904/b38134b1951e483796fcf5933f1edd00.shtml 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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（2）他人の一定の影響力のある企業名称（略称、屋号等を含む）、社会組織名称（略称等を含む）、氏名

（ペンネーム、芸名、訳名等を含む）を無断で使用する。 

（3）他人の一定の影響力のあるドメイン名の主体部分、ウェブサイト名称、ウェブページ等を無断で使用

する。 

（4）他人の商品である、又は他人と特定の関連性があるとの誤認を生じさせるその他 

の混同行為。 

第7条 事業者は財産物品又はその他の手段を用いて次の各号に掲げる組織又は個人に賄賂を贈り、取引機

会又は競争優位を得ようとしてはならない。 

（1）取引相手方の従業員。 

（2）取引相手方の委託を受けて関連の事務手続を行う組織又は個人。 

（3）職権又は影響力を利用して取引に影響を及ぼす組織又は個人。 

事業者は、取引活動において、明示の方法により取引相手方に値引きを行い、又は仲介人にコミッションを

支払うことができる。 

事業者は、取引相手方に値引きを行った、仲介人にコミッションを支払った場合、事実通りに記帳しなけれ

ばならない。割り引き又はコミッションを受けた事業者も事実通りに記帳しなければならない。 

事業者の従業員が賄賂を贈った場合、事業者の行為と認定しなければならない。ただし、事業者に当該従業

員の行為が事業者の取引機会又は競争優位の獲得と無関係であることを証明する証拠がある場合を除く。 

第8条 事業者は、その商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザーの評価、受賞歴等を偽り、又は関連

公衆に誤解を生じさせる商業宣伝を行い、消費者を欺き、誤った方向に導いてはならない。 

事業者は、偽の取引を企てる等の方法により、その他の事業者が虚偽の、又は関連公衆に誤解を生じさせる

商業宣伝を行うことを幇助してはならない。 

第9条 事業者は、次の各号に掲げる、営業秘密を侵害する行為を実施してはならない。 

（1）窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入又はその他の不正手段をもって権利者の営業秘密を獲得するこ

と。 

（2）前項に定める手段を用いて獲得した権利者の営業秘密を開示、使用し又は他人に使用を許諾するこ

と。 

（3）秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して具有している営業秘密を開示し使用

し、或いは他人に使用を許諾すること。 

（4）他人を教唆、誘導又は帮助して秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反させるこ
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とで、権利者の営業秘密を獲得、開示、使用又は他人に使用を許諾すること。 

事業者以外の他の自然人、法人又は不法人組織が前項に挙げた違法行為を実施した場合、営業秘密を侵害す

ると見なされる。 

第三者は、営業秘密の権利者の従業員、元従業員又はその他組織、個人が本条第1項に当該する違法行為で

あことを知りながら或いは知り得るにもかかわらず、当該営業秘密を獲得、開示、使用し、又は他人に使用

を許諾した場合、営業秘密を侵害するとみなされる。 

本法において営業秘密とは公知になっていない、商業的価値を有しかつ権利者が関連の秘密保持措置を取っ

た技術情報及び経営情報などのビジネス情報をいう。 

第10条 事業者は、懸賞景品付販売を行うとき、次の各号に掲げる行為を実施してはならない。 

（1）設定した懸賞の種類、景品交換の条件、賞金の金額又は賞品など懸賞付販売の情報が不明確で、景品

交換に影響を及ぼす。 

（2）懸賞があることを偽る、或いは意図的に内定者に懸賞を得させる詐欺方式を用いて懸賞景品付販売を

すること。 

（3）抽選方式による懸賞景品付販売の場合、一等賞の金額は5万元を超えること。 

第11条 事業者は虚偽情報又は誤導的情報を捏造、流布し、競争相手の名誉或いは商品信用を侵害してはな

らない。 

第12条 事業者は、ネットワークを利用して生産・経営活動に従事するにあたり、本法の各条項を遵守しな

ければならない。事業者は、技術的手段を利用し、ユーザーの選択に影響を与え、又はその他の方法によ

り、次の各号に掲げる、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨げ

たり、破壊したりする行為を実施してはならない。 

（1）他の事業者の同意を得ずに、当該事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスにおい

て、リンクを挿入し、強制的に特定のページに遷移させる。 

（2）他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスを修正、クローズ、アンインストール

するようユーザーを誤った方向に導き、欺き、強迫する。 

（3）悪意をもって他の事業者の合法的に提供するネットワーク製品又はサービスが互換性を持たないよう

にする。 

（4）他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他

行為。 

第3章 不正競争が疑われる行為の調査 
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第13条 監督検査部門は、不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、次の各号に掲げる措置を講

じることができる。 

（1）不正競争行為が疑われる営業所に対して立入検査を行う。 

（2）調査を受ける事業者、利害関係者及びその他関係組織、個人に質問し、当該者に関連の状況の説

明又は被調査行為に係るその他資料を提供するように要求する。 

（3）不正競争行為が疑われる契約書、帳簿、票憑、文書、記録、業務書簡、電報及びその他の資料を

検査、訊問、コピーする。 

（4）不正競争行為が疑われる財物に対して差押、押収を行う。 

（5）不正競争行為が疑われる事業者の銀行口座を照会する。前項に定める措置を講じるにあたって

は、監督検査部門の主要責任者に書面により報告するとともに、承認を得なければならない。 

前項第（4）号、第（5）号に定める措置を講じるにあたっては、市轄区を設置している市級以上の人

民政府の監督検査部門の主要責任者に書面により報告するとともに、承認を得なければならない。監

督検査部門は不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、「中華人民共和国行政強制法」及びその

他関連の法律、行政法規の規定を遵守しなければならず、かつ調査・処分の結果を速やかに社会に公

開しなければならない。 

第14条 監督検査部門は不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、調査を受ける事業者、利害関

係者及びその他関連の組織、個人は、関連資料又は関係状況をありのままに提供しなければならな

い。 

第15条 監督検査部門及びその職員は、調査過程で知り得た営業秘密について守秘義務を負う。 

第16条 不正競争が疑われる行為に対して、いずれの組織及び個人も監督検査部門に通報する権利を

有し、監督検査部門は、通報を受けた後、法により速やかに処理しなければならない。監督検査部門

は、通報を受理する電話、住所又は電子メールアドレスを社会に公開するとともに、通報者の秘密を

保持しなければならない。実名で通報しかつ関連の事実及び証拠を提供した場合、監督検査部門は、

処理結果を通報者に告知しなければならない。 

第4章 法律責任 

第17条 事業者は、本法の規定に違反し、他人に損害を与えた場合、法により民事責任を負わなけれ

ばならない。事業者は、その合法的な権益が不正競争行為により損失を受けた場合、人民法院に訴え

を提起することができる。不正競争行為により損害を受けた事業者の賠償額は、当該権利侵害により

受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失を計算することが困難な場合には、権利侵害者が権
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利侵害により獲得した利益に応じて確定する。事業者が悪意で営業秘密を侵害する行為を実施し、情

状が深刻な場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定できる。賠償額には事

業者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。 

事業者が本法第6条、第9条の規定に違反し、権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者

が権利侵害により獲得した利益を確定することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に

基づき500万元以下の賠償を権利者に与える判決を下す。 

第18条 事業者が本法第6条の規定に違反して混同行為を実施した場合、監督検査部門が違法行為の停

止を命じ、違法商品を没収する。違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の罰金を科す

ことができる。違法経営額がない又は違法経営額が5万元に満たない場合、25万元以下の罰金を科すこ

とができる。情状が重大である場合、営業許可証を取り消すことができる。事業者が登記した企業名

称が本法第6条の規定に違反する場合、速やかに名称変更登記を申請しなければならない。名称変更手

続が完了するまで、原企業登記機関が統一社会信用コードでその名称を代替しなければならない。 

第19条 事業者が本法第7条の規定に違反して他人に賄賂を贈った場合、監督検査部門が違法所得を没

収し、10万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、営業許可証を取り

消すことができる。 

第20条 事業者が本法第8条の規定に違反してその商品について偽り、若しくは誤解を生じさせる商業

宣伝を行い、又は虚偽取引を通じる等の方法により、他の事業者が虚偽の、又は関連公衆に誤解を生

じさせる商業宣伝を行うことを幇助した場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、20万元以上100

万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、100万元以上200万元以下科料を科し、

営業許可証を取り消すことができる。事業者が本法第8条の規定に違反し、虚偽広告の掲載に該当する

場合、「中華人民共和国広告法」の規定に従い処罰する。 

第21条 事業者又はその他の自然人、法人又は不法人組織が本法第9条の規定に違反して営業秘密を侵

害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、10万元以上100万元以下の罰

金を科すことができる。情状が深刻な場合、50万元以上500万元以下の罰金を科すことができる。 

第22条 事業者が本法第10条の規定に違反して懸賞景品付販売をした場合、監督検査部門が違法行為

の停止を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。 

第23条 事業者が本法第11条の規定に違反して競争相手の商業上の信用、商品の評判を損なった場

合、監督検査部門が違法行為の停止、影響の除去を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科すことが

できる。情状が重大である場合、50万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。 
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第24条 事業者が本法第12条の規定に違反して他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又は

サービスの正常な運用を妨害、破壊した場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、10万元以上50

万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、50万元以上300万元以下の罰金を科すこ

とができる。 

第25条 事業者が本法の規定に違反して不正競争に従事し、違法行為の危害の影響を自発的に消去

し、又は軽減した場合、法に基づき行政処罰を軽くし、又は減軽する。違法行為が軽微でありかつ速

やかに是正し、危害の影響をもたらさなかった場合、行政処罰を科さない。 

第26条 事業者が本法の規定に違反して不正競争に従事し、行政処罰を受けた場合、監督検査部門が

信用記録に記入するとともに、関連の法律、行政法規の規定に従い公示する。 

第27条 事業者は、本法の規定に違反した場合、民事責任、行政責任及び刑事責任を負わなければな

らず、その財産で弁済が足りない場合、民事責任を負うことを優先する。 

第28条 監督検査部門が本法に従って職責を履行することを妨害し、調査を拒否、阻害した場合、監

督検査部門が是正を命じ、個人に対しては、5,000元以下の罰金を科すことができ、組織に対しては5

万元以下の罰金を科すことができ、かつ公安機関が法により治安管理処罰を与えることができる。 

第29条 当事者は監督検査部門の下した決定に不服がある場合、法により行政不服審査を請求し、又

は行政訴訟を提起することができる。 

第30条 監督検査部門の公務員に職権乱用、職務怠慢、私利による不正行為又は調査過程で知り得た

営業秘密の漏えい行為があった場合、法により処分を行う。 

第31条 本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。 

第32条 営業秘密侵害に関わる民事裁判に、営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示して主張する営

業秘密に対し、既に秘密保持措置を講じて、かつ合理的に営業秘密が侵害されたことを表明した場

合、被疑侵害者より権利者が主張する営業秘密は本法にいう営業秘密でないと証明しなければならな

い。 

営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示して合理的に営業秘密が侵害されたことを表明し、かつ以下

に挙げた証拠の一つを提供した場合、被疑侵害者より営業秘密侵害行為を有しないことを証明しなけ

ればならない。 

（1）被疑侵害者が営業秘密を獲得するルート又はチャンスを有し、かつ使用される情報と当該営業秘

密は実質上同一なものであることを表明できる証拠。 

（2）営業秘密が被疑侵害者より既に開示、使用された又は開示、使用されるリスクがあることを表明
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できる証拠。 

（3）他に営業秘密が被疑侵害者に侵害された証拠。 

第5章 付則 

第33条 本法は2018年1月1日から施行する。 
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中華人民共和国民事訴訟法 

 

（1991年 4月 9日第 7期全国人民代表大会第 4回会議において採択、2007年 10月 28日第 10期全国人民代

表大会常務委員会第 30回会議の『「中華人民共和国民事訴訟法」の改正に関する決定』による 1回目の改正、 

2012年 8月 31日第 11期全国人民代表大会常務委員会第 28回会議の『「中華人民共和国民事訴訟法」の改正

に関する決定』による 2 回目の改正、2017 年 6 月 27 日第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 28 回会議の

『「中華人民共和国民事訴訟法」と「中華人民共和国行政訴訟法」の改正に関する決定』による 3回目の改正 

が採択された。） 

 

2017年 6月 29日 
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第二十四章 管轄 

第二十五章 送達及び期間 

第二十六章 仲裁 

第二十七章 司法共助 

 

第一編 総則 

 

第一章 任務、適用範囲及び基本原則 

 

第一条 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。 

第二条 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、是非を明らかにし、法律を正確に適用し、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、民事上の不法行為を制裁し、当事者の適法な権利・利益を保護し、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。 

第三条 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者互間の財産関係及び人

格・身分関係により提起される民事訴訟を受理し、この法律の規定を適用する。 

第四条 中華人民共和国の領域内で民事訴訟をする場合には、この法律を遵守しなければならない。 

第五条 外国人、無国籍者並びに外国の企業及び組織は、人民法院に対して訴えを提起し、又は訴えに応ず

る場合には、中華人民共和国の公民、法人又は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、法人とその他の組織の民事訴訟上の権利に対して制限を加える場

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。 

第六条 民事事件の裁判権は、人民法院が行使する。 

人民法院は、法律の規定により、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。 

第七条 人民法院は、民事事件を審理する場合には、事実を根拠とし、法律を準則としなければならない。 

第八条 民事訴訟の当事者は、平等な訴訟上の権利を有する。人民法院は、民事事件を審理する場合には、
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当事者による訴訟上の権利の行使を保障し、及びこれに便宜を与え、かつ、当事者に対する法律の適用にお

いて、一律に平等でなければならない。 

第九条 人民法院は、民事事件を審理する場合には、自由意思により、及び適法であるという原則に基づき

調解を行わなければならない。調解が成立しなかった場合には、遅滞なく判決しなければならない。 

第十条 人民法院は、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、公開裁判及び二審終審

制度を実行する。 

第十一条 各民族の公民は、いずれも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、当該地区の民

族に通用する言語及び文字を用いて審理し、及び法律文書を発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ていない訴訟参加人に対して、通訳及び翻訳を

提供しなければならない。 

第十二条 人民法院が民事事件を審理する場合には、当事者は、弁論をする権利を有する。 

第十三条 民事訴訟では信義誠実の原則を遵守しなければならない。 

当事者は、法律に定める範囲内において、自ら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。 

第十四条 人民検察院は、民事訴訟に対して法的監督を行う権限を有する。 

第十五条 機関、社会団体及び企業・事業単位は、国、集団又は個人の民事上の権利・利益を損なう行為に

ついて、損害を受けた組織又は個人が、人民法院に対して訴えを提起するのを支持することができる。 

第十六条 民族自治地方の人民代表大会は、憲法及びこの法律の原則に基づき、当該地方の民族の具体的状

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

に報告して、承認を求めるものとする。自治州及び自治県の規定は、省又は自治区の人民代表大会常務委員

会に報告して承認を求め、かつ、全国人民代表大会常務委員会に届け出て記録にとどめる。 

 

第二章 管轄 

 

第一節 審級管轄 

第十七条 基層人民法院は、第一審の民事事件を管轄する。ただし、この法律に別段の定めがあるものを除

く。 

第十八条 中級人民法院は、次に掲げる第一審の民事事件を管轄する。 

（一）重大な渉外事件 
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（二）当該管轄区内において重大な影響を及ぼす事件 

（三）最高人民法院が、中級人民法院が管轄する旨を確定した事件 

第十九条 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。 

第二十条 最高人民法院は、次の各号に掲げる第一審の民事事件を管轄する。 

（一）全国において重大な影響を及ぼす事件 

（二）本院が審理すべきであると認める事件 

 

第二節 地域管轄 

第二十一条 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。被告の住所地が経

常的居住地と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る民事訴訟は、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二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、いずれも管轄権を有する。 

第二十二条 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。原告の住所地が経常的居

住地と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。 

（一）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 

（二）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 

（三）強制的教育措置を受けている者に対する訴訟 

（四）拘禁されている者に対し提起される訴訟 

第二十三条 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。 

第二十四条 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の目的物の所在地の人

民法院が管轄する。 

第二十五条 手形に係る紛争について提起される訴訟は、手形の支払地又は被告の住所地の人民法院が管轄

する。 

第二十六条 会社設立、株主資格確認、利益分配、解散等の紛争について提起される訴訟は、会社所在地の

人民法院が管轄する。 

第二十七条 鉄道運送、道路運送、水上運送、航空運送及び複合運送契約に係る紛争について提起される訴

訟は、運送の開始地若しくは目的地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。 

第二十八条 権利侵害行為について提起される訴訟は、権利侵害行為の実施地又は被告の住所地の人民法院
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が管轄する。 

第二十九条 鉄道事故、道路事故、水上事故及び航空事故に基づく損害賠償請求について提起される訴訟は、

事故発生地、車両若しくは船舶が最初に到達した地、航空機が最初に着陸した地又は被告の住所地の人民法

院が管轄する。 

第三十条 船舶の衝突又はその他の海上の事故に基づく損害賠償請求について提起される訴訟は、衝突発生

地、衝突船舶が最初に到達した地、加害船舶が差し押さえられた地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。 

第三十一条 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最初に到達した地の人民法

院が管轄する。 

第三十二条 共同海損について提起される訴訟は、船舶が最初に到達した地、共同海損精算地又は航程終了

地の人民法院が管轄する。 

第三十三条 次の各号に掲げる事件は、この条に定める人民法院が専属的に管轄する。 

（一）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 

（二）港湾作業中に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 

（三）遺産相続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たる遺産の所在

地の人民法院が管轄する 

第三十四条 契約又はその他の財産権利・利益紛争の当事者は書面による合意において被告の住所地、契約

の履行地、契約の締結地、原告の住所地、目的物の所在地等、紛争と実際に関係する場所を管轄する人民法

院を選択することができる。ただし、この法律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。 

第三十五条 二以上の人民法院がともに管轄権を有する訴訟については、原告は、そのうちの一の人民法院

に対して訴えを提起することができる。原告が二以上の管轄権を有する人民法院に対して訴えを提起した場

合には、最初に立件した人民法院が管轄する。 

 

第三節 移送管轄及び指定管轄 

第三十六条 人民法院は、受理した事件が当該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

た人民法院は、移送を受けた事件が規定により当該人民法院の管轄に属するものでないと認めた場合には、

上級の人民法院に報告して管轄の指定を求めなければならず、自ら重ねて移送してはならない。 

第三十七条 管轄権を有する人民法院が、特別な事由によって、管轄権を行使することができない場合には、
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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、紛争に係る当事者双方が協議によ

り解決する。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報告して管

轄の指定を求める。 

第三十八条 上級人民法院は、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する。当該

法院が管轄する第一審の民事事件を下級の人民法院に委ねて審理させる明らかな必要がある場合には、その

上級の人民法院に報告して承認を得なければならない。 

 下級の人民法院は、自らが管轄する第一審の民事事件について、上級の人民法院が審理する必要があると

認める場合には、上級の人民法院に報告して審理を求めることができる。 

 

第三章 裁判組織 

 

第三十九条 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で合議体を構成し、

又は裁判官が合議体を構成する。合議体の構成員数は、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、一名の裁判官が単独で審理を担当する。 

 陪審員は、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。 

第四十条 人民法院が第二審の民事事件を審理する場合には、裁判官が合議体を構成する。合議体の構成員

数は、奇数でなければならない。 

 差し戻されて再度審理する事件については、原審の人民法院は、第一審の手続に従い、別に合議体を構成

しなければならない。 

 再審事件を審理する場合において、もともとが第一審であったときは、第一審の手続に従い、別途合議体

を構成する。もともとが第二審であったとき、又は上級の人民法院が自ら再審するときは、第二審の手続に

従い、別途合議体を構成する。 

第四十一条 合議体の裁判長は、院長又は廷長が一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。 

第四十二条 合議体は、事件を評議する場合には、少数が多数に従うという原則を実行する。評議について

は、記録を作成し、合議体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についても、そ

のまま記録に残さなければならない。 

第四十三条 裁判人員は、法に基づき、公平に事件を取り扱わなければならない。 
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 裁判人員は、当事者及びその訴訟代理人の接待又は贈与を受けてはならない。 

 裁判人員が汚職・収賄行為、私情にとらわれて不正をする行為又は法を枉げて裁判をする行為を行った場

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、法に基づき、刑事責任を追及する。 

 

第四章 忌避 

 

第四十四条 裁判人員が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、自ら回避しなければならず、当事者は

口頭又は書面によって該当者の忌避を申し立てる権利を有する。 

（一）当該事件の当事者であり、又は当事者若しくは訴訟代理人の近親者であるとき 

（二）当該事件と利害関係を有する者であるとき 

（三）当該事件の当事者、訴訟代理人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 

 裁判人員が当事者、訴訟代理人の接待、贈り物を受け、又は規定に違反して当事者、訴訟代理人と面会し

た場合、当事者は該当者の忌避を請求する権利を有する。 

 裁判人員に前項規定の行為がある場合、法に基づき法的責任を追及しなければならない。 

 前三項の規定は書記官、通訳・翻訳者、鑑定人及び検証人に適用する。 

第四十五条 当事者は、忌避の申立て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もできる。 

 忌避を申し立てられた者は、人民法院が忌避するか否かを決定する前に、当該事件に係る業務への関与を

暫定的に停止しなければならない。ただし、当該事件が緊急措置を講ずる必要があるものである場合を除く。 

第四十六条 院長が裁判長を担当する場合における忌避は、裁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。 

第四十七条 人民法院は、当事者の提出した忌避の申立てについて、申立ての提出後、三日以内に、口頭又

は書面により決定しなければならない。申立人は、決定に対して不服がある場合には、決定を受領するとき

に、不服審査を一回申し立てることができる。不服審査期間において忌避を申し立てられた者は、当該事件

に係る業務への関与を停止しない。人民法院は、不服審査の申立てについて、三日以内に不服審査決定をし、

かつ、不服審査申立人に通知しなければならない。 
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第五章 訴訟参加人 

 

第一節 当事者 

第四十八条 公民、法人又はその他の組織は、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する。その他の組織は、その主たる責任者が訴訟を行う。 

第四十九条 当事者は、代理人に委任して、忌避の申立てを提出し、証拠を収集し、及び提供し、弁論を行

い、調解を請求し、上訴を提起し、執行を申し立てる権利を有する。 

 当事者は、当該事件に関する資料を閲覧することができ、かつ、当該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。当該事件に関する資料を閲覧し、及び複製する範囲と規則は、最高人民法院が定める。 

 当事者は、法に基づき訴訟上の権利を行使し、訴訟に係る秩序を遵守し、法的効力が生じた判決書、裁定

書及び調解書を履行しなければならない。 

第五十条 当事者双方は、自ら和解することができる。 

第五十一条 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。 

第五十二条 当事者の一方又は双方が二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、人民法院が併合して審理することができると認め、かつ、当事者の同意

を経たときは、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ついて共通の権利・義務を有する場合には、そのうちの一名の

訴訟行為は、他の共同訴訟人の承認を経て、当該他の共同訴訟人に対して効力が生じる。訴訟の目的物につ

いて共通の権利・義務を有しない場合には、そのうちの一名の訴訟行為は、他の共同訴訟人に対しての効力

を生じない。 

第五十三条 当事者の一方の人数が多い共同訴訟については、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の効力を生じる。ただし、代表者が訴訟上

の請求を変更し、若しくは放棄し、相手方当事者の訴訟上の請求を認諾し、又は和解をする場合には、代表

される当事者の同意を得なければならない。 

第五十四条 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、訴えを提起するときに、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を説明し、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することができる。代表者を選任することができ
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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が生じる。ただし、代表者は、訴訟上の請求

を変更し、若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、和解をする場合には、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又は裁定は、登記に参加した権利者全員に対して効力が生じる。登記に参加していな

い権利者が訴訟時効期間内に訴えを提起した場合には、当該判決又は裁定を適用する。 

 

第五十五条 環境汚染、多数の消費者の適法な権利・利益の侵害等の公共の利益を損なう行為に対しては、

法律が規定する機関及び関係組織は人民法院に訴訟を提起することができる。 

 人民検察院は、責務の履行中に生態環境及び資源保護の破壊、食品・医薬品の安全に関する分野における

多数の消費者の適法的権利・利益の侵害等公共の利益を害する行為を発見した場合であって、前項規定の機

関及び組織がないとき、又は前項規定の機関及び組織が訴訟を提起しないときは、人民法院に訴訟を提起す

ることができる。前項にいう機関及び組織が訴訟を提起する場合、人民検察院は、当該訴えの提起について

支持することができる。 

第五十六条 第三者は、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、訴え

を提起する権利を有する。 

 第三者は、当事者双方の訴訟の目的物について、独立請求権を有しないものの、事件の処理結果が自己と

法律上の利害関係を有する場合には、訴訟参加を申し立てることができ、又は人民法院がその者に訴訟に参

加するよう通知する。人民法院が民事責任を負う旨を判決する第三者は、当事者としての訴訟上の権利・義

務を有する。 

 前二項規定の第三者が本人の責に帰さない事由のために訴訟に参加しなかった場合であって、法的効力が

生じた判決、裁定、調解書の一部又は全部の内容に誤りがあり、その民事上の権利・利益が侵害されること

を証明する証拠があるときは、その民事上の権利・利益侵害を受けたことを知り、又は知ることができた日

から六か月以内に、その判決、裁定、調解書を下した人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院の

審理を経て、訴訟請求が成立する場合、原判決、原裁定、原調解書の変更又は取消を行わなければならない。

訴訟請求が成立しない場合、訴訟請求は却下される。 

 

第二節 訴訟代理人 

第五十七条 訴訟行為無能力者については、その後見人が法定代理人として訴訟を代理する。法定代理人が
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相互間で代理責任を転嫁する場合には、人民法院がそのうちの一名を指定して訴訟を代理させる。 

第五十八条 当事者及び法定代理人は、一名又は二名を訴訟代理人として委任することができる。 

 以下の者は訴訟代理人として委任されることができる。 

（一）弁護士、基層法律サービス従事者 

（二）当事者の近親者又は従業員 

（三）当事者所在の社区、組織及び関係社会団体が推薦する公民 

第五十九条 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、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記載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

若しくは変更、和解の実施又は反訴若しくは上訴の提起を代理する場合には、委任者の特別の授権を有しな

ければならない。 

 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、又は委託して交付する授権委任状は、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証明を得なければならない。大使館及び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が証明し、更に当該第

三国に駐在する中華人民共和国の大使館若しくは領事館に転送して証明を受け、又は当該地の愛国華僑団体

が証明する。 

第六十条 訴訟代理人の権限が変更され、又は解除された場合には、当事者は、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。 

第六十一条 訴訟を代理する弁護士又はその他の訴訟代理人は、証拠を調査・収集する権利を有し、かつ、

当該事件に関する資料を閲覧することができる。当該事件に関する資料を閲覧する範囲及び規則については、

最高人民法院が定める。 

第六十二条 離婚事件において訴訟代理人がいる場合には、本人は、意思を表示することができないときを

除き、出廷しなければならない。明らかに別段の事由により出廷できない場合には、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。 

 

第六章 証拠 

 

第六十三条 証拠には、次の各号に掲げるものが含まれる。 

（一）当事者の陳述 
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（二）書証 

（三）物証 

（四）視聴覚資料 

（五）電子データ 

（六）証人の証言 

（七）鑑定意見 

（八）検証記録 

 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。 

第六十四条 当事者は自らが行った主張について、証拠を提供する責任を負う。 

 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、人民法院は、調査・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い、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。 

第六十五条 当事者は自らが行った主張については適時に証拠を提供しなければならない。 

 人民法院は当事者の主張と事件審理の状況に基づき、当事者が提供すべき証拠及びその期間を確定する。

当事者は、当該期間までの証拠提出が明らかに困難な場合、人民法院に期間の延長を申請することができ、

人民法院は当事者の申請に基づき相応に延長する。当事者が期間までに証拠を提出しない場合、人民法院は

その理由を説明するように命令しなければならない。理由の説明を拒否し、又は理由が成立しない場合、人

民法院は状況に応じてその証拠を不採用とする、又はその証拠を採用した上で訓戒、過料に処することがで

きる。 

第六十六条 人民法院は当事者が提出した証拠資料を受け取った後、受領書を発行する。当該受領証には証

拠名、ページ数、部数、原本又は写し、及び受領日時等を明記し、且つ、その取扱者が署名又は押印しなけ

ればならない。 

第六十七条 人民法院は、関係組織及び個人に対して、調査し、証拠を取得する権限を有する。関係組織及

び個人は、これを拒絶してはならない。 

 人民法院は、関係組織及び個人が提出した証明文書について、真偽を判別し、当該文書の効力を審査・確

定しなければならない。 

第六十八条 証拠は、法廷において提示し、かつ、当事者が相互に検証しなければならない。国家機密、営

業秘密及びプライバシーに関わる証拠については、機密を保持しなければならず、法廷において提示する必

要がある場合には、公開の法廷で提示してはならない。 
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第六十九条 法の定める手続を経て公証証明された法律事実及び文書については、人民法院は、事実を認定

する証拠として認めなければならない。ただし、公証証明を覆すに足りる反証がある場合は、この限りでな

い。 

第七十条 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。 

第七十一条 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びつけ

て、事実認定の根拠とすることができるか否かを審査し、確定しなければならない。 

第七十二条 事件の状況を知る組織及び個人は、いずれも出廷して証言する義務を有する。関係組織の責任

者は、証人が証言することを支持しなければならない。 

 意思を正確に伝えない者は、証言することができない。 

第七十三条 人民法院の通知を受けた場合、証人は出廷して証言しなければならない。次の各号に掲げる事

由のいずれかに該当するときには、人民法院の許可を得て、書面による証言、視聴覚情報伝達技術又は視聴

覚資料等の方法をもって証言することができる。 

（一）健康上の理由により出廷できない場合 

（二）遠隔地にあって交通が不便なため出廷できない場合 

（三）自然災害等の不可抗力により出廷できない場合 

（四）その他正当な理由により出廷できない場合 

第七十四条 証人が出廷・証言義務を履行するために支出した交通費、宿泊費、食費等必要な経費、及び休

業補償は、敗訴当事者が負担しなければならない。当事者が証人による証言を申請した場合には、当該当事

者が先に立替え払いをし、当事者の申請ではなく人民法院の通知を受けて証人が証言する場合には、人民法

院が先に立替え払いする。 

第七十五条 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びつけて、事実認定の根拠

とすることができるか否かを審査し、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係る事実を認定することに影響を及ぼすことは

ない。 

第七十六条 当事者は、事実調べにおける専門的な問題について、人民法院に鑑定を申請することができる。

当事者が鑑定を申請する場合、当事者双方が協議のうえ、資格を有する鑑定人を確定する。協議が成立しな

い場合には、人民法院が指定する。 
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 当事者が鑑定を申請していない場合であっても人民法院が専門的な問題について鑑定が必要であると認め

た場合には、資格を有する鑑定人に鑑定を委託しなければならない。 

第七十七条 鑑定人は、鑑定をするのに必要なすべての事件資料を調査する権限を有し、必要に応じて、当

事者、証人を尋問することができる。 

 鑑定人は書面による鑑定意見を提出し、鑑定書に署名又は押印しなければならない。 

第七十八条 当事者が鑑定意見に対して異議を申立て、又は人民法院が鑑定人の出廷が必要と認めた場合に

は、鑑定人は出廷して証言しなければならない。人民法院の通知があるにもかかわらず鑑定人が出廷・証言

を拒む場合には、当該鑑定意見を事実認定の根拠にしてはならない。鑑定費用を支払った当事者は鑑定費用

の返還を請求することができる。 

第七十九条 当事者は、人民法院に対し、専門知識のある者に出廷を通知し、鑑定人が提出した鑑定意見又

は専門的問題について意見を提出するように申し立てることができる。 

第八十条 物証又は現場を検証する場合には、検証人は、人民法院の証明書を提示し、かつ、現地の基層組

織又は当事者が所在する組織に対して人員を派遣して参加するよう招請しなければならない。当事者又は当

事者の成人の家族は、現場に立ち会わなければならない。立会うことを拒絶した場合も、検証の進行に影響

を及ぼすことはない。 

 関係組織及び個人は、人民法院の通知に基づき、現場を保護し、検証作業に協力する義務を負う。 

 検証人は、検証の状況及び結果につき記録を作成しなければならず、検証人、当事者及び招請された参加

者が署名し、又は押印する。 

第八十一条 証拠が滅失、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場合には、当事者は訴

訟手続中に人民法院に対して証拠保全の申立てを行うことができ、人民法院も自発的に保全措置を講ずるこ

とができる。 

 緊急の状況により、証拠が滅失、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場合には、利

害関係人は訴えを提起するか又は仲裁を申し立てる前に、証拠所在地、被申請人住所地又は事件の管轄権を

有する人民法院に対して証拠保全の申立てをすることができる。 

 証拠保全のその他の手続については、第九章保全の関連規定を参照適用する。 

 

第七章 期間、送達 

 

第一節 期間 
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第八十二条 期間には、法定期間及び人民法院が指定する期間が含まれる。 

 期間は、時、日、月及び年をもって計算する。期間が開始する時及び日は、期間に算入しない。 

 期間が満了する最終日が祝祭日・休日である場合には、祝祭日・休日後の最初の日を期間満了の日とする。 

 期間には、送付途中の時間を含まない。訴訟文書が期間満了前に郵送に付された場合には、期間徒過とは

みなさない。 

第八十三条 当事者は、不可抗力事由又はその他の正当な理由により期間を徒過した場合には、障害が解消

した後の十日内に、期間の順延を申し立てることができる。許可するか否かは、人民法院が決定する。 

 

第二節 送達 

第八十四条 訴訟文書を送達する場合には、送達を受けるべき者が送達受領証に受領日を記載し、署名し、

又は押印しなければならない。 

 送達を受けるべき者が送達受領証に受領の署名をした日を送達日とする。 

第八十五条 訴訟文書の送達は、送達を受けるべき者に直接に到達しなければならない。送達を受けるべき

者が公民である場合において、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交付して署名・受

領させる。送達を受けるべき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当該法人若しくは組織において書類受領の責任を負う者が署名・受領しなければならな

い。送達を受けるべき者が訴訟代理人を有する場合には、当該代理人に送付して署名・受領させることがで

きる。送達を受けるべき者が既に人民法院に対して代理受領者を指定している場合には、代理受領者に送付

して署名・受領させる。 

 送達を受けるべき者と同居する成人の家族、法人又はその他の組織において書類受領の責任を負う者、訴

訟代理人又は代理受領者が送達受領証に受領の署名をした日を送達日とする。 

第八十六条 送達を受けるべき者又はその者と同居する成人の家族が訴訟文書の受領を拒絶した場合にお

いて、送達人は関係基層組織又は所属する組織の代表者に現場に立ち会うように要請し、状況を説明し、送

達受領証に受領拒絶事由と日付を明記し、送達人及び証人が署名又は押印し、訴訟文書を送達を受けるべき

者の住所に差し置くことができる。訴訟文書を送達を受けるべき者の住所に差し置き、写真（画像）、ビデオ

撮影（映像）の方法で送達の過程を記録することができ、この場合送達されたものとみなす。 

第八十七条 人民法院は、送達を受けるべき者の同意を経て、ファクシミリ、電子メール等、送達を受ける

べき者の受領が確認できる方式によって、訴訟文書の送達を行うことができる。ただし、判決書、裁定書、

調解書は除く。 
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 前項の方法によって送達する場合においては、ファクシミリ、電子メール等、送達を受けるべき者の特定

システムへの到達日を送達日とする。 

第八十八条 訴訟文書の直接送達が困難な場合には、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、配達証明書に記載された書類受領日を送達日

とする。 

第八十九条 送達を受けるべき者が軍人である場合には、その者の所属する部隊の連隊以上の組織の政治機

関を通じて交付する。 

第九十条 送達を受けるべき者が拘禁されている場合には、その者の所在する拘禁場所を通じて交付する。 

 送達を受けるべき者が強制的教育措置を受けている場合には、その者の所在する強制教育機関を通じて交

付する。 

第九十一条 代理して交付を受けた機関又は組織は、訴訟文書を受領した後に、直ちに送達を受けるべき者

に交付し、受領署名させなければならない。送達受領証における受領署名の日をもって、送達日とする。 

第九十二条 送達を受けるべき者の行方が不明であり、又はこの節に定めるその他の方式によっても送達す

る手段がない場合には、公示送達をする。公示を発した日から六十日を経過したときに、送達されたものと

みなす。 

 公示送達については、事件記録に理由及び経過を記載しなければならない。 

 

第八章 調解 

 

第九十三条 人民法院は、民事事件を審理する場合には、当事者の自由意思によるという原則に基づき、事

実を明らかにした上で、是非を見極め、調解を行う。 

第九十四条 人民法院が調解を行う場合には、裁判官一名により主宰することができ、また合議体が主宰す

ることもでき、かつ、できる限り現地において行う。 

 人民法院は、調解を行う場合において、簡便な方式を用いて当事者及び証人に出廷通知をすることができ

る。 

第九十五条 人民法院は、調解を行う場合において、関係組織及び個人を招請して協力させることができる。

招請された組織及び個人は、人民法院が調解を行うのに協力しなければならない。 

第九十六条 調解により達成した合意は、双方の自由意思によらなければならず、強要してはならない。調

解合意の内容は、法律の規定に違反してはならない。 



 

433 

 

第九十七条 調解により合意に達した場合は、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、事件に係る事実及び調解結果を記載しなければならない。 

 調解書は、裁判人員及び書記官が署名し、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、当事者双方による受領署名を経た後に、直ちに法的効力を有する。 

第九十八条 次の各号に掲げる事件につき、調解が合意に達成した場合には、人民法院は、調解書を作成し

ないことができる。 

（一）調解により和解した離婚事件。 

（二）調解により養親子関係を維持する事件。 

（三）即時に履行することができる事件。 

（四）調解書を作成する必要がないその他の事件。 

 調解書を作成する必要がない合意については、記録に記入しなければならず、当事者双方、裁判人員及び

書記官が署名し、又は押印した後に、直ちに法的効力を有する。 

第九十九条 調解において合意に達成せず、又は調解書の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、遅滞なく判決しなければならない。 

 

第九章 保全及び先行執行 

 

第百条 人民法院は、当事者の一方の行為又はその他の事由により、判決の執行が困難となる、又は当事者

にその他の損害を生じさせるおそれのある事件については、相手方当事者の申立てに基づき、財産に対する

保全を行うこと、又は一定行為を行うこと若しくは一定の行為を禁止することを命令する旨を裁定すること

ができる。当事者が申立てを提出していない場合において、人民法院は必要に応じて保全措置を講じる旨を

裁定することができる。 

 人民法院が保全措置を講じる場合には、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、申立ての却下を裁定することができる。 

 人民法院は申立ての受理後、緊急の状況にあるものについては、四十八時間以内に裁定を下さなければな

らない。保全措置を講ずる旨を裁定した場合には、直ちに執行を開始しなければならない。 

第百一条 利害関係人は、緊急の状況により直ちに保全の申立てをしなければ、その者の適法な権利・利益

につき補填することが困難な損害を受けるおそれがある場合には、訴訟の提起又は仲裁の申立て前に、被保

全財産の所在地、被申立人住所地又は事件の管轄権を有する人民法院に対して保全措置の採用を申し立てる



 

434 

 

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、申立ての却下を裁定す

る。 

 人民法院が申立てを受けた後、四十八時間以内に裁定を下さなければならない。保全措置を講ずる旨を裁

定した場合には、直ちに執行を開始しなければならない。 

 人民法院が保全措置を講じてから三十日以内に、申立人が法律に基づいて訴訟提起又は仲裁申立てをしな

い場合には、人民法院は保全を解除しなければならない。 

第百二条 保全は、請求の範囲内又は当該事件に関係する財物に限る。 

第百三条 財産保全においては、封印、差押え、凍結又は法律の定めるその他の方法を講ずる。人民法院は

財産を保全した後、財産を保全された者に直ちに通知しなければならない。 

 財産が既に封印され、又は凍結されている場合には、重複して封印し、又は凍結してはならない。 

第百四条 財産紛争事件につき、被申立人が担保を提供した場合には、人民法院は、保全解除を裁定しなけ

ればならない。 

第百五条 申立て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。 

第百六条 人民法院は、次の各号に掲げる事件については、当事者の申立てに基づき、先行執行する旨を裁

定することができる。 

（一）尊属扶養費、配偶者扶養費、卑属扶養費、救済金又は医療費用の請求 

（二）労働報酬の請求 

（三）状況が緊急であり、先行執行を必要とするもの 

第百七条 人民法院が先行執行を裁定する場合には、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。 

（一）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 

（二）被申立人に履行能力があること 

 人民法院は、申立人に対して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

てを却下する。申立人が敗訴した場合、先行執行に起因して被申立人が受けた財産的損害を賠償しなければ

ならない。 

第百八条 当事者は、財産保全又は先行執行の裁定に対して不服がある場合には、不服審査を一回申し立て

ることができる。不服審査期間においては、裁定の執行は停止しない。 
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第十章 民事訴訟の妨害に対する強制措置 

 

第百九条 人民法院は、出廷しなければならない被告が、二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、拘引することができる。 

第百十条 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、訓戒を与え、法廷から退出するよう命じ、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、又は法廷を攻撃し、裁判人員を侮辱し、誹謗し、脅迫し、又は殴打し、

法廷の秩序を著しく乱した者に対し、法に基づき刑事責任を追及する。情状が比較的軽微である場合には、

過料又は拘留に処する。 

第百十一条 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又は拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を

追及する。 

（一）重要な証拠を偽造し、又は隠滅し、人民法院による事件の審理を妨害する行為 

（二）暴力、脅迫若しくは賄賂の方法に基づき、証人が証言するのを阻止し、又は他人を指図し、賄賂し、

若しくは脅迫して偽証をさせる行為 

（三）既に封印され、若しくは差し押えられている財産若しくは既に点検され、かつその保管を命じられ

ている財産を隠匿し、移転し、換価し、若しくは毀損し、又は既に凍結されている財産を移転する行為 

（四）司法職員、訴訟参加人、証人、通訳・翻訳者、鑑定人、検証人又は執行協力者に対し、侮辱、誹謗、

誣告、殴打又は攻撃・報復をする行為 

（五）暴力、脅迫又はその他の方法に基づき司法職員による職務の執行を妨害する行為 

（六）既に法的効力が生じた人民法院の判決又は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組織について、当該組織の主たる責任者又は直接の責任

者に対して過料又は拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を追及する。 

第百十二条 当事者が悪意によって結託し、訴訟、調解等の方式によって、他人の合法的権利・利益の侵害

を図る場合には、人民法院はその請求を却下し、かつその情状の軽重に基づき過料、拘留を科さなければな

らない。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及しなければならない。 

第百十三条 被執行者が他者と悪意により結託し、訴訟、仲裁、調解等の方式によって、法律文書で確定し

た履行義務を免れようとする場合、人民法院はその情状の軽重に基づき過料、拘留を科さなければならない。
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犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及しなければならない。 

第百十四条 調査又は執行に協力する義務を負う組織が次に掲げる行為のいずれかをした場合は、人民法院

は、当該組織に対して協力義務を履行するよう命ずるほか、過料を併科することができる。 

（一）人民法院が調査して証拠を取得することを関係組織が拒絶し、又は妨害する行為 

（二）関係組織が人民法院による執行協力通知書を受領後、財産に関する調査・照会への協力、差押、凍

結、振替、換価を拒絶する行為 

（三）人民法院の執行協力通知書を受領した後に、関係組織が被執行人の収入の差押え、関係する財産権

証書の移転手続の実施又は関係する証票、証書又はその他の財産の転送・交付に係る協力を拒絶する行

為 

（四）執行協力を拒絶するその他の行為 

 人民法院は、前項に定める行為のいずれかがある組織について、その主たる責任者又は直接の責任者を過

料に処することができる。なおも協力義務を履行しない者に対しては、拘留に処することができ、かつ、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。 

第百十五条 個人に対する過料の金額は、十万人民元以下とする。組織に対する過料の金額は、五万人民元

以上百万人民元以下とする。 

 拘留の期間は、十五日以下とする。 

 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、被拘留者が過ちを認め、か

つ、改めた場合には、人民法院は、期間満了前に拘留を解除する旨を決定することができる。 

第百十六条 拘引、過料及び拘留については、院長の承認を経なければならない。 

 拘引については、拘引状を発しなければならない。 

 過料及び拘留については、決定書を用いなければならない。決定に対する不服がある場合には、直近の上

級の人民法院に対して不服審査を一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。 

第百十七条 民事訴訟の妨害に対する強制措置は、人民法院が決定しなければならない。いかなる組織及び

個人が不法に他人を拘禁し、又は不法、かつ、密かに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、法に基づき刑事責任を追及し、又は拘留若しくは過料に処さなければならない。 

 

第十一章 訴訟費用 
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第百十八条 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、軽

減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る規則は、別に制定する。 

 

第二編 裁判手続 

 

第十二章 第一審の通常手続 

 

第一節 訴えの提起及び受理 

第百十九条 訴えの提起は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。 

（一）原告が当該事件と直接に利害関係を有する公民、法人又はその他の組織であること 

（二）明確な被告がいること 

（三）具体的な訴訟上の請求並びに事実及び理由があること 

（四）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 

第百二十条 訴えの提起については、人民法院に対して訴状を提出し、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、口頭で訴えを提起することができ、人民法院が記録に記入

した上で、相手方当事者に告知する。 

第百二十一条 訴状には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

（一）原告の氏名、性別、年齢、民族、職業、勤務先、住所、連絡方法、法人又はその他の組織の名称、

住所及び代表者又は主たる責任者の氏名、役職、連絡方法 

（二）被告の氏名、性別、勤務先、住所等の情報、法人又はその他の組織の名称、住所等の情報 

（三）訴訟上の請求並びに根拠とする事実及び理由 

（四）証拠及び証拠の出所並びに証人の氏名及び住所 

第百二十二条 当事者が人民法院に対して訴えを提起した民事紛争について、調解に適する場合には、先に

調解を行うものとする。ただし、当事者が調解を拒んだ場合はこの限りでない。 

第百二十三条 人民法院は、当事者に対して、法律の規定に基づき訴えを提起する権利を保障しなければな
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らない。第百十九条に適合する訴えの提起については、受理しなければならない。訴えの提起に係わる要件

に適合する場合には、七日以内に立件し、かつ当事者に通知しなければならない。訴えの提起に係る要件に

適合しない場合には、七日以内に裁定書を作成し、これを受理しない。原告は、裁定に不服がある場合には、

上訴を提起することができる。 

第百二十四条 人民法院は次の各号に掲げる訴えの提起については、それぞれ状況に応じて処理する。 

（一）行政訴訟法の規定に基づき、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。 

（二）法律の規定に基づき、当事者双方が書面仲裁で仲裁申立てに合意し、人民法院に訴えを提起しては

ならない場合、仲裁機関に仲裁を申し立てるよう原告に告知する。 

（三）法律の規定に基づき、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。 

（四）当該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えを提起するよう原告に

告知する。 

（五）判決、裁定、調解書が既に法的効力が生じている事件について、当事者が再度訴えを提起した場合、

再審を申し立てるよう原告に告知する。ただし、人民法院が訴えの取下げを許可した裁定を除く。 

（六）法律の規定に基づき、一定の期間内に訴えを提起してはならない事件のうち、訴えを提起してはな

らない期間内に訴えを提起したものについては、これを受理しない。 

（七）判決により離婚を許可せず、及び調解により和解した離婚事件並びに判決又は調解により養親子関

係を維持する事件において、新たな事情又は新たな理由なくして、原告が六か月以内に更に訴えを提起

したものについては、これを受理しない。 

 

第二節 審理前の準備 

第百二十五条 人民法院は立件の日から五日以内に訴状の副本を被告に送付しなければならず、被告は受領

した日から十五日以内に答弁書を提出しなければならない。答弁書には被告の氏名、性別、年齢、民族、職

業、勤務先、住所、連絡方法、法人又はその他の組織の名称、住所及び代表者又は主たる責任者の氏名、役

職、連絡方法を明記しなければならない。人民法院は答弁書を受領した日から五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であっても、人民法院の審理に影響を及ぼすことはない。 

第百二十六条 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
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口頭により、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。 

第百二十七条 人民法院が事件を受理した後において、当事者が、管轄権に対する異議がある場合には、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、管轄権を有する人民法院に事件を移送する旨を裁定し、異義

が成立しない場合には却下する旨を裁定する。 

 当事者が管轄異議を提出せずに応訴答弁をしている場合、訴訟を受けた人民法院に管轄権を有するものと

みなす。ただし、審級管轄と専属管轄の規定に違反する場合を除く。 

第百二十八条 合議体の構成員が確定した後、三日以内に当事者にこれを告知しなければならない。 

第百二十九条 裁判人員は、訴訟資料を確実に照合審査し、かつ、必要な証拠を調査・収集しなければなら

ない。 

第百三十条 人民法院は、人員を派遣して調査をさせる場合には、被調査人に対して、証明書を提示させな

ければならない。 

 調査記録は、被調査人による校閲を経た後に、被調査人及び調査人が署名し、又は押印する。 

第百三十一条 人民法院は、必要に応じて、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、明確な項目及び要求を提出しなければならない。受託した人民法院は、自発的

に調査を補充することができる。 

 受託した人民法院は、委託書を受領した後、三十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より委託した人民法院に告知しなければならない。 

第百三十二条 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

に通知して、訴訟に参加させなければならない。 

第百三十三条 人民法院は、受理した事件につき、状況に応じて次の処理を行う。 

（一）当事者に争いがなく、督促手続規定の要件に適合する場合には、督促手続に入ることができる。 

（二）開廷前に調解できる場合、調解方式を採用して速やかに紛争を解決する。 

（三）事件の状況に基づき、簡易手続又は通常手続の適用を確定する。 

（四）開廷審理が必要な場合、当事者への証拠交換等の要求を通じて争点を明確にする。 

 

第三節 開廷審理 

第百三十四条 人民法院は、民事事件を審理する際には、国家機密若しくはプライバシーに関わる事件又は

法律に別段の定めがある事件を除き、公開して行われなければならない。 
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 離婚事件及び営業秘密に関わる事件で、当事者が非公開審理を申し立てたものについては、公開しないで

審理することができる。 

第百三十五条 人民法院は、民事事件を審理する場合において、必要に基づき、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。 

第百三十六条 人民法院は、民事事件を審理する場合には、開廷の三日前までに当事者とその他の訴訟参加

人に通知しなければならない。公開して審理する場合には、当事者の氏名、事件名並びに開廷の期日及び場

所を公告しなければならない。 

第百三十七条 開廷審理の前に、書記官は、当事者とその他の訴訟参加人が出廷するか否かを調査して明ら

かにし、法廷の規律を宣告しなければならない。 

 開廷審理する際には、裁判長が当事者を照合し、事件名を宣告し、裁判人員及び書記官の名簿を宣告し、

当事者に関係する訴訟上の権利・義務を告知し、かつ、当事者に忌避の申立てを提出するか否かを尋ねる。 

第百三十八条 法廷における調査は、次に掲げる順序に従って行う。 

（一）当事者の陳述 

（二）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 

（三）書証、物証、視聴覚資料及び電子データの提示 

（四）鑑定意見の朗読 

（五）検証記録の朗読 

第百三十九条 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、法廷の許可を経て、証人、鑑定人及び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、許可するか否かは、人民法院が決定す

る。 

第百四十条 原告が訴訟上の請求を追加し、被告が反訴を提起し、又は第三者が当該事件に関連する訴訟上

の請求を提起した場合には、併合して審理することができる。 

第百四十一条 法廷弁論は、次に掲げる順序により行う。 

（一）原告及びその訴訟代理人の発言 

（二）被告及びその訴訟代理人の答弁 

（三）第三者及びその訴訟代理人の発言又は答弁 

（四）相互弁論 

 法廷弁論が終結した場合には、裁判長が原告、被告及び第三者という順序に従い各者の最終意見を聴取す
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る。 

第百四十二条 法廷弁論が終結した場合には、法に基づき判決を下さなければならない。判決前に調解する

ことができる場合には、さらに調解することができる。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。 

第百四十三条 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、訴えの取下げ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。 

第百四十四条 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。 

第百四十五条 判決を言い渡す前に、原告が訴えの取下げを申し立てた場合には、許可するか否かは、人民

法院が裁定する。 

 人民法院が訴えの取下げ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

理由なくして出廷を拒絶したときは、欠席判決をすることができる。 

第百四十六条 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。 

（一）出廷すべき当事者と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。 

（二）当事者が臨時に忌避の申立てを提出したとき 

（三）新たな証人に出廷するよう通知し、新たな証拠を収集調査し、改めて鑑定し、若しくは検証する必

要があり、又は補充調査をする必要があるとき 

（四）その他の延期すべき事由があるとき 

第百四十七条 書記官は、法廷審理に係るすべての活動を記録に記入し、裁判人員及び書記官がこれに署名

しなければならない。 

 法廷記録は、当該法廷において朗読しなければならず、当事者とその他の訴訟参加人に、当該法廷におい

て、又は五日以内に閲覧するよう告知することもできる。当事者又はその他の訴訟参加人は、自らの陳述記

録に遺漏又は誤りがあると認める場合には、補正するよう申し立てる権利を有する。補正をしない場合には、

当該申立てを記録しなければならない。 

 法廷記録は、当事者又はその他の訴訟参加人が署名し、又は押印する。署名及び押印を拒絶した場合には、

事情を記載した上で、記録に付けなければならない。 

第百四十八条 人民法院は、公開で審理し、又は非公開で審理する事件について、一律に公開して判決を言

い渡す。 
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 当該法廷において直ちに判決を言い渡す場合には、十日以内に判決書を発送しなければならない。期日を

定めて判決を言い渡す場合には、判決の言い渡し後に、直ちに判決書を交付する。 

 判決を言い渡す場合には、当事者に上訴の権利、上訴の期限及び上訴する法院を告知しなければならない。 

 離婚判決を言い渡す場合には、判決の法的効力が生じる前に他の者と婚姻してはならない旨を当事者に告

知しなければならない。 

第百四十九条 人民法院が通常手続を適用して審理する事件は、立件日から六か月以内に審理を終結しなけ

ればならない。特別な事由により延長する必要がある場合には、当該法院の院長が承認して、六か月延長す

ることができる。さらに延長する必要がある場合には、上級の人民法院に報告して承認を求める。 

 

第四節 訴訟の中止及び終結 

第百五十条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、訴訟を中止する。 

（一）当事者の一方が死亡し、相続人が訴訟に参加するか否かを表明するのを待つ必要があるとき 

（二）当事者の一方が訴訟行為能力を喪失し、法定代理人が確定されていないとき 

（三）当事者の一方である法人又はその他の組織が終了し、権利・義務の継承者が確定されていないとき 

（四）当事者の一方が不可抗力事由により、訴訟に参加することができなくなったと    き 

（五）当該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、当該別の事件の審理がな

お終結していないとき 

（六）訴訟を中止すべきその他の事由があるとき 

 訴訟を中止すべき事由が解消した後に、訴訟を再開する。 

第百五十一条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、訴訟を終結する。 

（一）原告が死亡し、相続人がいないとき又は相続人が訴訟上の権利を放棄したとき 

（二）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 

（三）離婚事件の当事者の一方が死亡したとき 

（四）尊属扶養費、配偶者扶養費又は卑属扶養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 

 

第五節 判決及び裁定 

第百五十二条 判決書には判決結果と当該判決の理由を明記しなければならない。判決書には次の各号に掲

げる事項が含まれる。 
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（一）事件名、訴訟上の請求並びに係争に係る事実及び理由 

（二）判決で認定した事実及びその理由、適用した法律及びその理由 

（三）判決結果及び訴訟費用の負担 

（四）上訴期間及び上訴する法院 

 判決書は、裁判人員及び書記官が署名し、人民法院の印章を押印する。 

第百五十三条 人民法院は、事件を審理する場合において、そのうちの一部の事実が既に明らかとなったと

きは、当該部分について先行して判決することができる。 

第百五十四条 裁定は次の各号に掲げる範囲に適用する。 

（一）受理しないとき 

（二）管轄権に対して異議のあるとき 

（三）訴えの提起を却下するとき 

（四）保全及び先行執行 

（五）訴えの取下げを許可し、又は許可しないとき 

（六）訴訟を中止し、又は終結するとき 

（七）判決書の記載上の誤りを補正するとき 

（八）執行を中止し、又は終結するとき 

（九）仲裁判断を取り消し、又は執行しないとき 

（十）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 

（十一）裁定により解決することを必要とするその他の事項 

 前項第一号から第三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。 

 裁定書には裁定結果とその裁定の理由を明記しなければならない。裁定書は、裁判人員と書記官が署名し、

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。 

第百五十五条 最高人民法院の判決及び裁定並びに法に基づき上訴が許可されず、又は上訴期間が経過して

も上訴していない判決及び裁定は、法的効力が生じた判決及び裁定となる。 

第百五十六条 公衆は法的効力が生じた判決書、裁定書を閲覧することができる。ただし、国家機密、営業

秘密及びプライバシーに関する内容はこの限りでない。 

 

第十三章 簡易手続 
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第百五十七条 基層人民法院及びその派出法廷は、事実が明らかであり、権利・義務関係が明確であり、係

争が大きくない簡単な民事事件を審理する場合には、この章の規定を適用する。 

 基層人民法院及びその派出法廷が前項規定外の民事事件を審理する場合は、当事者双方の合意によっても、

簡易手続を適用できる。 

第百五十八条 簡単な民事事件については、原告は、口頭により訴え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出法廷に行き、紛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出法廷は、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。 

第百五十九条 基層人民法院及びその派出法廷は、簡単な民事事件を審理する場合には、簡便な方法をもっ

て、当事者と証人を召喚し、訴訟文書を送達し、事件を審理することができる。ただし、当事者に意見陳述

の権利を保障しなければならない。 

第百六十条 簡単な民事事件は、裁判官一名が単独で審理を担当し、かつ、第百三十六条、第百三十八条及

び第百四十一条に定める制限を受けない。 

第百六十一条 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、立件日から三か月以内に審理を

終結しなければならない。 

第百六十二条 基層人民法院及びその派出法廷による審理が、第百五十七条第一項所定の簡単な民事事件に

適合し、訴訟価額が各省、自治区、直轄市前年度の就業者年平均賃金の百分の三十以下の場合、一審終審で

行う。 

第百六十三条 人民法院の審理過程において、事件が簡易手続適用に相応しくないことが判明した場合、通

常手続への変更を裁定する。 

 

第十四章 第二審の手続 

 

第百六十四条 当事者は、地方人民法院の第一審判決に対して不服のある場合には、判決書の送達の日から

十五日以内に、直近の上級の人民法院に対して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裁定に対して不服のある場合には、裁定書の送達の日から十日以内に、

直近の上級の人民法院に対して上訴を提起する権利を有する。 

第百六十五条 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氏名、法人の名

称及び法定代表者の氏名又はその他の組織の名称及び主たる責任者の氏名、原審の人民法院の名称、事件の

番号及び事件名、上訴の請求及び理由が含まれなければならない。 
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第百六十六条 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。 

 当事者が第二審の人民法院に対して直接上訴する場合には、第二審の人民法院は、五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。 

第百六十七条 原審の人民法院は、上訴状を受領した後、五日以内に上訴状の副本を相手方当事者に送達し

なければならず、相手方当事者は受領した日から十五日以内に答弁書を提出しなければならない。また、人

民法院は、答弁書を受領した日から五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であっても、人民法院の審理に影響を及ぼすことはない。 

 原審の人民法院は、上訴状及び答弁書を受領した後、五日以内にすべての事件記録・ファイル及び証拠と

ともに、第二審の人民法院に報告・送付しなければならない。 

第百六十八条 第二審の人民法院は、上訴に係る請求に関する事実及び適用された法律について審査を行わ

なければならない。 

第百六十九条 第二審の人民法院は、上訴事件については、合議体を構成し、開廷審理を行われなければな

らない。記録の閲覧及び調査並びに当事者への尋問を経て、新たな事実、証拠又は理由が提出されず、合議

体が、開廷審理を行う必要がないと認めるときは、開廷審理を行わなくてもよい。 

 第二審の人民法院は、上訴事件を審理する場合には、当該法院において行うことができ、事件発生地又は

原審の人民法院の所在地において行うこともできる。 

第百七十条 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。 

（一）原判決、原裁定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、裁定をも

って上訴を棄却し、原判決、原裁定を維持する。 

（二）原判決、原裁定の事実の認定に誤りがある、又は法律の適用に誤りがある場合には、判決、裁定を

もって、法に基づいて改めて判決し、変更又は取消を行う。 

（三）原判決の認定した基本事実が明らかでない場合、原判決の取消を裁定し、原審の人民法院に差し戻

して審理させ、又は事実を調査して明らかにした後に原判決を変更する。 

（四）原判決が、当事者の遺漏があり、又は不法な欠席判決等、法定手続に著しく違反しているものであ

る場合には、原判決の取消を裁定し、原審の人民法院に差し戻して審理させる。 

 原審の人民法院が差戻審理の事件に対して判決を下した後、当事者が上訴した場合、第二審の人民法院は

再び差戻審理としてはならない。 
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第百七十一条 第二審の人民法院は、第一審の人民法院の裁定に対して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。 

第百七十二条 第二審の人民法院は、上訴事件を審理する場合、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、裁判人員及び書記官が署名し、人民法院の印章を押印

する。調解書が送達された後には、原審の人民法院の判決は、取り消されたものとみなす。 

第百七十三条 第二審の人民法院の判決宣告前に、上訴人が上訴の取下げを申し立てた場合、これを許可す

るか否かは、第二審の人民法院が裁定する。 

第百七十四条 第二審の人民法院は、上訴事件を審理する際において、この章の規定によるほか、第一審の

通常手続を適用する。 

第百七十五条 第二審の人民法院の判決及び裁定は、終審の判決及び裁定である。 

第百七十六条 人民法院は、判決に対する上訴事件を審理する場合には、第二審の立件日から三か月以内に

審理を終結しなければならない。特別な事由により延長する必要がある場合には、当該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、第二審の立件日から三十日以内に終審の裁定をしな

ければならない。 

 

第十五章 特別手続 

 

第一節 一般規定 

第百七十七条 人民法院が、選挙人資格事件、失踪宣告又は死亡宣告事件、公民の民事行為無能力又は制限

民事行為能力認定事件、無主財産認定事件、調解合意確認事件、担保権実行事件を審理する場合には、この

章の規定を適用する。この章に規定していないものについては、この法律又はその他の法律の関係規定を適

用する。 

第百七十八条 この章に定める手続により審理する事件については、一審終審を実行する。選挙人資格事件

又は重大若しくは判断が困難な事件は、裁判官が合議体を構成して審理する。その他の事件は、裁判官一名

が単独で審理を担当する。 

第百七十九条 人民法院は、この章に定める手続により事件を審理する過程において、当該事件が民事上の

権利・利益に係る係争に属することを発見した場合には、特別手続の終結を裁定し、かつ、利害関係人に別

に訴えを提起することができる旨を告知しなければならない。 
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第百八十条 人民法院が特別手続を適用して審理する事件は、立件日から三十日以内に、又は公告期間満了

後三十日以内に審理を終結しなければならない。特別な事由により延長する必要がある場合には、当該法院

の院長が承認する。ただし、選挙人資格事件を審理する場合を除く。 

 

第二節 選挙人資格事件 

第百八十一条 公民は、選挙委員会の選挙人資格に係る異議申立てについてなされた処理の決定に対して不

服がある場合には、選挙日の五日前までに、選挙区所在地の基層人民法院に対して訴えを提起することがで

きる。 

第百八十二条 人民法院は、選挙人資格事件を受理した後には、選挙日前に審理を終結しなければならない。 

 審理する場合には、訴えを提起した者、選挙委員会の代表及び関係する公民は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、選挙委員会及び訴え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。 

 

第三節 失踪宣告及び死亡宣告事件 

第百八十三条 公民の行方が不明になり満二年が経過した場合であって、利害関係人が当該者の失踪宣告を

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対して提出する。 

 申立書には、失踪の事実、期間及び請求を記載し、かつ、当該公民の行方不明に関する公安機関又はその

他の関係機関の書面による証明を添付しなければならない。 

第百八十四条 公民の行方が不明になり満四年が経過した場合、又は不慮の事故により行方が不明になり満

二年が経過した場合、又は不慮の事故により行方が不明になり、当該公民に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対して提出する。 

 申立書には、行方不明の事実、時間及び請求を記載し、かつ、当該公民の行方不明に関する公安機関又は

その他の関係機関の書面による証明を添付しなければならない。 

第百八十五条 人民法院は、失踪宣告又は死亡宣告事件を受理した後に、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三か月とし、死亡宣告の公告期間は一年とする。不慮の事故によ

り行方が不明になり、当該公民に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、三か月とする。 

 公告期間が満了した場合、人民法院は、失踪又は死亡を宣告された事実が確認されたか否かに基づき、失
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踪宣告若しくは死亡宣告の判決又は申立て棄却の判決を下さなければならない。 

第百八十六条 失踪又は死亡を宣告された公民が再び出現し、本人又は利害関係人の申立てを経た場合には、

人民法院は、新たな判決を下し、原判決を取り消さなければならない。 

 

第四節 公民の民事行為無能力及び制限民事行為能力認定事件 

第百八十七条 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、その近親者又は

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対して提出する。 

 申立書には、当該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記載しなければならない。 

第百八十八条 人民法院は、申立てを受理した後において、必要に応じて、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、鑑定を行わなければならない。申立人が既に鑑定意見を提供してい

る場合には、鑑定意見について審査を行わなければならない。 

第百八十九条 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認定事件を審理する場合には、近親

者が申立人である場合を除いて、当該公民の近親者が代理人にならなければならない。近親者が相互に責任

を転嫁する場合には、人民法院がそのうちの一名を指定し、代理人とする。当該公民の健康状況が許す場合

には、更に本人の意見を聴取しなければならない。 

 人民法院は、審理を経て申立てに係る事実に根拠があると認定する場合、当該公民が民事行為無能力者又

は制限民事行為能力者である旨を判決する。申立てに係る事実に根拠がないと認定する場合には、棄却の判

決を下さなければならない。 

第百九十条 民事行為無能力者若しくは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

申立てに基づき、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既に解消していることが実証さ

れた場合には、人民法院は、新たな判決を下し、原判決を取り消さなければならない。 

 

第五節 無主財産認定事件 

第百九十一条 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記載しなければならない。 

第百九十二条 人民法院は、申立てを受理した後に、審査及び事実確認を経て、財産確認・受領公告を発し

なければならない。公告が一年満了した後においても受領者がいない場合、無主財産認定の判決を下し、国

家又は集団の所有に帰する。 
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第百九十三条 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であって、民法

通則に定める訴訟時効期間内であるときは、その者は、財産について請求を提出することができる。審査の

結果、事実であることが判明した場合には、人民法院は、新たな判決を下し、原判決を取り消さなければな

らない。 

 

第六節 調解合意確認事件 

第百九十四条 調解合意の司法確認を申し立てる場合において、双方当事者は、人民調解法等の法律に基づ

き、調解合意の効力が生じた日から三十日以内に、共同で調解組織所在地の基層人民法院に提出する。 

第百九十五条 人民法院は、申立ての受理後に審査を行い、法律の規定に適合する場合には、調解合意が有

効である旨を裁定する。一方当事者が履行を拒否し又はすべて履行を行わない場合、相手方当事者は人民法

院に対して執行の申立てができる。法律の規定に適合していない場合には、申立ての却下を裁定し、当事者

は調解の方法に基づき、調解合意の変更又は新たな調解合意を締結することができ、人民法院に訴えを提起

することもできる。 

 

第七節 担保物権実行事件 

第百九十六条 担保物権実行の申立ては、担保物権者その他担保物権実行を請求する権利者が物権法等の法

律に基づき、担保財産の所在地又は担保物権登記地の基層人民法院に提出する。 

第百九十七条 人民法院は、申立てを受理した後に審査を行い、法律の規定に適合している場合には、担保

財産の競売、換価を裁定する。当事者はその裁定に基づいて人民法院に執行を申し立てることができる。法

律の規定に適合しない場合には、申立ての却下を裁定し、当事者は人民法院に訴えを提起することができる。 

 

第十六章 裁判監督手続 

 

第百九十八条 各級の人民法院の院長は、既に法的効力が生じた当該法院の判決、裁定、調解書について、

明らかな誤りがあり、再審の必要があると認めた場合には、裁判委員会に提出し、討論の上で決定しなけれ

ばならない。 

 最高人民法院は、既に法的効力が生じた地方の各級人民法院の判決、裁定、調解書について、また上級の

人民法院は、既に法的効力を生じた下級の人民法院の判決、裁定、調解書について、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、又は下級の人民法院に再審を命ずる権限を有する。 
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第百九十九条 当事者は、既に法的効力が生じた判決、裁定について誤りがあると認める場合、直近の上級

の人民法院に再審を申し立てることができる。一方当事者の人数が多い事件又は当事者双方が公民である事

件については、原審の人民法院に再審を申し立てることもできる。当事者が再審を申し立てた場合であって

も、判決、裁定の執行は停止しない。 

第二百条 当事者の申立て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。 

（一）新たな証拠があり、原判決又は裁定を覆すに足りる場合 

（二）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場合 

（三）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った場合 

（四）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場合 

（五）事件の審理に必要な主たる証拠につき、当事者が客観的な理由により自ら収集することができず、

書面により人民法院に調査・収集するよう申し立てた場合であって、人民法院が調査・収集を行わなか

ったとき 

（六）原判決、裁定の法律適用に明らかな誤りがある場合 

（七）裁判組織の構成が適法的でないとき、又は法に基づき回避すべき裁判人員が回避をしなかった場合 

（八）訴訟行為無能力者が法定代理人による訴訟代理を経ず、又は訴訟に参加すべき当事者が本人若しく

はその訴訟代理人の責めに帰さない事由により訴訟に参加できなかった場合 

（九）法律の規定に違反して、当事者の弁論権を剥奪した場合 

（十）召喚状による召喚を経ずに、欠席判決を行った場合 

（十一）原判決又は裁定に訴訟請求の遺漏があった場合、又は原判決、裁定が訴訟請求を越えた場合 

（十二）原判決又は裁定の基礎となる法律文書が取り消され、又は変更された場合 

（十三）裁判人員が当該事件を審理した際に、汚職・収賄行為、私利を図る行為、法律を曲げて裁判する

行為があった場合 

第二百一条 当事者は、既に法的効力が生じた調解書について、調解が自由意思によるという原則に違反し、

又は調解合意の内容が法律に違反することを証拠をもって証明した場合には、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。 

第二百二条 当事者は、既に法的効力が生じた婚姻関係解除の判決、調解書については、再審を申し立てて

はならない。 

第二百三条 当事者は、再審を申し立てる場合、再審申立書等の資料を提出しなければならない。人民法院
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は、再審申立書を受領日から五日以内に再審申立書の副本を相手方当事者に発送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領した日から十五日以内に書面による意見を提出しなければならない。

書面による意見を提出しない場合であっても、人民法院の審査に影響を及ぼすことはない。人民法院は、申

立人及び相手方当事者に関係資料の補充を要請し、関係事項を質問することができる。 

第二百四条 人民法院が再審の申立書を受け取った日から三か月以内に審査し、この法律の規定に適合した

場合、当該人民法院は、再審の裁定を下さなければならない。この法律の規定に適合していない場合、申立

て棄却の裁定を下す。特別な事情により延長する必要がある場合には、当該人民法院の院長がこれを許可す

る。 

 当事者の申立てにより再審の裁定が下された事件については、中級人民法院以上の人民法院が審理する。

ただし、当事者が第百九十九条の規定に基づいて基層人民法院を選択して再審を申し立てる場合はこの限り

でない。最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については、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渡して再審を行わせることができ、また原審の人民法院に差し戻して再審

を行わせることもできる。 

第二百五条 当事者は、再審を申し立てる場合、判決、裁定の法的効力が生じた後、六か月以内に提出しな

ければならない。第二百条第一号、第三号、第十二号、第十三号に規定する状況に該当する場合には、それ

を知り又は知ることができた日から六か月以内に提出しなければならない。 

第二百六条 裁判監督手続に基づいて再審を決定した事件については、原判決、原裁定、原調解書の執行を

中止する旨の裁定をする。ただし、尊属扶養費、配偶者扶養費、卑属扶養費、補償金、医療費用、労働報酬

等の支払い督促の事件については、執行を中止しないことができる。 

第二百七条 人民法院が裁判監督手続に従い再審する事件に関して、法的効力が生じた判決又は裁定が第一

審の人民法院により下されたものである場合には、第一審の手続に従い審理する。下された判決又は裁定に

ついて、当事者は、上訴することができる。法的効力が生じた判決又は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、第二審の手続に従い審理する。下された判決又は裁定は、法的効力が生じた判決

又は裁定とする。上級の人民法院が裁判監督手続に従い自ら再審する場合には、第二審の手続に従い審理す

る。下された判決又は裁定は、法的効力が生じた判決又は裁定とする。 

 人民法院は、再審事件を審理する場合には、別に合議体を構成しなければならない。 

第二百八条 最高人民検察院については既に法的効力を生じた各級人民法院の判決、裁定に関して、上級の

人民検察院については既に法的効力を生じた下級の人民法院の判決、裁定に関して、第二百条に規定する事

由のいずれかに該当すること、又は調解書が国益、公共の利益を害することを発見した場合には、抗訴を提
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起しなければならない。 

 地方の各級人民検察院が、既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、第二百条に規定

する事由のいずれかに該当すること、又は調解書が国益、公共の利益を害することを発見した場合には、同

級の人民法院に検察の提案を提出し、かつ上級人民検察院に報告することができる。また上級の人民検察院

に同級の人民法院に対して抗訴を提起するように促すこともできる。 

 各級の人民検察院は、裁判監督手続以外のその他の裁判手続の中での裁判人員の不法行為について、同級

の人民法院に検察の提案を提出する権限を有する。 

第二百九条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当事者は、人民検察院に対して検察の

提案又は抗訴の申立てを行うことができる。 

（一）人民法院が再審の申立てを却下した場合 

（二）人民法院が期間を徒過しても再審の申立てに対する裁定を下さない場合 

（三）再審の判決、裁定に明らかな誤りがある場合 

 人民検察院は、当事者の申立てについて三か月以内に審査し、検察の提案又は抗訴を提起するか否かの決

定を行わなければならない。当事者は、再び人民検察院に対する検察の提案又は抗訴の提起を行ってはなら

ない。 

第二百十条 人民検察院は、法律監督の職責履行のために検察の提案又は抗訴を提起する必要がある場合に

は、当事者又はその他の者に対して関係状況の調査、事実確認をすることができる。 

第二百十一条 人民検察院が抗訴を提起した事件について、抗訴を受けた人民法院は、抗訴状の受領日から

三十日以内に再審の裁定を下さなければならない。第二百条第一号から第五号に掲げる事由のいずれかに該

当する場合は、直近の下級の人民法院に引き渡し再審を行わせることができる。ただし、当該下級人民法院

が再審を行う場合を除く。 

第二百十二条 人民検察院が、人民法院の判決、裁定、調解書に対して抗訴の提起を決定した場合には、抗

訴状を作成しなければならない。 

第二百十三条 人民法院は、人民検察院が抗訴を提起した事件について再審するとき、人民検察院に対し、

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。 

 

第十七章 督促手続 

 

第二百十四条 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、次の各号に掲げる要件
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に適合するときは、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。 

（一）債権者と債務者にその他の債務紛争がないこと 

（二）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並びに根拠とする事実及び証拠を記載しなければな

らない。 

第二百十五条 人民法院は、債権者が申立てを提出した後、五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。 

第二百十六条 人民法院は、申立てを受理した後に、債権者が提出した事実及び証拠を審査し、債権・債務

関係が明確であり、かつ適法である場合には、受理した日から十五日以内に債務者に支払命令を発しなけれ

ばならない。申立てが成立しない場合には、却下する旨を裁定する。 

 債務者は、支払命令を受領した日から十五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。 

第二百十七条 人民法院は、債務者が提出した書面による異議を受領した後、審査を行い、異議が成立する

場合には、督促手続を終結する旨を裁定しなければならず、支払命令は自動的に効力を失う。 

 支払命令が効力を失った場合、訴訟手続に移行する。ただし、支払命令の申立てを行った当事者が訴訟の

提起に同意しない場合を除く。 

 

第十八章 公示催告手続 

 

第二百十八条 規定に従って裏書譲渡が可能な手形の所持人は、手形が盗まれ、紛失し、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は、この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、振出人、所持人及び裏書人等の手形の主たる内容並びに

申立ての理由及び事実を記載しなければならない。 

第二百十九条 人民法院は、申立てを受理する旨を決定した場合、同時に支払人に支払いを停止するよう通

知し、かつ、三日以内に公告を発して、利害関係人に権利を届け出るよう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。ただし、六十日を下回ってはならない。 
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第二百二十条 支払人は、人民法院の支払停止に係る通知を受領した場合、公示催告手続が終結するまでの

間、支払い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。 

第二百二十一条 利害関係人は、公示催告期間内に、人民法院に届け出なければならない。 

 人民法院は、利害関係人の届出を受領した後に、公示催告手続を終結する旨を裁定し、かつ、申立人及び

支払人に通知しなければならない。 

 申立人又は届出人は、人民法院に対して訴えを提起することができる。 

第二百二十二条 人民法院は、届出をする者がいない場合、申立人の申立てに基づき、判決をし、手形の無

効を宣告しなければならない。判決については、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いを請求する権利を有する。 

第二百二十三条 利害関係人は、正当な理由により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、判決の公告を知った日、又は知ることができた日から一年以内に、判決をした人民法院に訴えを提起す

ることができる。 

 

第三編 執行手続 

 

第十九章 一般規定 

 

第二百二十四条 法的効力が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における財産部分

については、第一審の人民法院又は第一審の人民法院と同級の執行される財産の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。 

第二百二十五条 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、執行につ

き責任を負う人民法院に書面による異議を提出することができる。当事者又は利害関係人が書面による異議

を提出した場合には、人民法院は、書面による異議を受領した日から十五日以内に審査しなければならない。

理由が成立する場合には取り消し、又は是正する旨を裁定し、理由が成立しない場合には棄却する旨を裁定

する。当事者又は利害関係人は、裁定に対して不服がある場合には、裁定の送達日から十日以内に直近の上

級の人民法院に対して不服審査を申し立てることができる。 
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第二百二十六条 執行申立書を受領した日から六か月を過ぎても人民法院が執行していない場合には、執行

申立人は、直近の上級の人民法院に執行を申し立てることができる。直近の上級の人民法院は、審査を経て、

原審の人民法院に一定の期間内に執行するよう命ずることができるほか、当該法院が自ら執行する旨を決定

し、又はその他の人民法院に執行を命ずることもできる。 

第二百二十七条 執行の過程において、事件外の者が執行の目的物について書面による異議を提出した場合

には、人民法院は、書面による異議を受領した日から十五日以内に審査しなければならず、理由が成立する

場合には、当該目的物に対する執行を中止する旨を裁定し、理由が成立しない場合には、棄却する旨を裁定

する。事件外の者又は当事者は、裁定に対して不服があり、原判決又は裁定に誤りがあると認める場合には、

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には、裁定の送達日から十五日以内に人民

法院に訴訟を提起することができる。 

第二百二十八条 執行業務は、執行員がする。 

 強制執行措置を講ずる場合には、執行員は、証明書を提示しなければならない。執行を完了した後には、

執行の状況について記録を作成し、立ち会った関係者が署名し、又は押印しなければならない。 

 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。 

第二百二十九条 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、委託書を受領した後十五日以内に、執行を開始しな

ければならず、拒絶してはならない。執行が完了した後には、遅滞なく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。三十日以内になお執行が完了していない場合にも、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領した日から十五日以内に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、受託した人民法院による執行を指令するよう請求することができ

る。 

第二百三十条 執行において、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。 

 執行申立人が詐欺、脅迫を受けて被執行人と和解合意をした場合、又は当事者が和解合意を履行しない場

合には、人民法院は当事者の申立てに基づき、それ以前に効力の生じた法律文書の執行を回復することがで

きる。 

第二百三十一条 執行において、被執行人が人民法院に対して担保を提供し、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、及び執行の期間を暫定的に延長することができる。被執
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行人が期間を徒過しても、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人の財産を

執行する権限を有する。 

第二百三十二条 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。 

第二百三十三条 執行が完了した後に、執行の根拠である判決、裁定又はその他の法律文書に明らかにに誤

りがあり、人民法院により取り消された場合には、既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、返還を拒絶した場合には、強制執行をしなければならない。 

第二百三十四条 人民法院が作成する調解書の執行には、この編の規定を適用する。 

第二百三十五条 人民検察院は、民事執行活動に対して法律監督を行う権限を有する。 

 

第二十章 執行の申立て及び移送 

 

第二百三十六条 法的効力が生じた民事判決及び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、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。 

 調解書とその他の人民法院が執行すべき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。 

第二百三十七条 法に基づき設立された仲裁機構の判断について、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対して執行を申し立てることができる。申立てを受けた人民法院

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、人民法院が合議体を構成し審査して事実と照合し、執行しない旨を裁定する。 

（一）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なかった場

合 

（二）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かった場合 

（三）仲裁廷の構成又は仲裁手続が法の定める手続に違反した場合 

（四）仲裁判断の根拠である証拠が偽造である場合 

（五）相手方当事者が仲裁機関に対して公正な判断に十分な影響を与える証拠を隠蔽した場合 

（六）当該事件を仲裁した際に、仲裁員が汚職・収賄行為、私情にとらわれて不正をする行為又は法を枉
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げて判断する行為を行った場合 

 人民法院は、当該判断の執行が社会公共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

裁合意に基づき、改めて仲裁を申し立てることができ、また人民法院に対して訴えを提起することもできる。 

第二百三十八条 公証機関が法に基づき強制執行の効力を賦与した債権文書について、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。申立てを受

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に誤りがある場合、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

方及び公証機関に送達する。 

第二百三十九条 執行を申し立てる期間は、二年とする。執行申立時効の停止及び中断には、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最終日から起算する。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最終日から起算する。法律文書が履行期間を定めていない場合に

は、法律文書の効力発生日から起算する。 

第二百四十条 執行員が執行申立書を受け取り、又は執行書を移送し、交付する場合には、被執行者に対し

て執行通知を発しなければならず、かつ直ちに強制執行措置を採ることができる。 

 

第二十一章 執行措置 

 

第二百四十一条 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、その

時点及び執行通知書の受領日より前の一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、又は偽った場合には、人民法院は、情状の軽重に応じ、被執行人若しくはその法定代理人又は関係組織

の主たる責任者若しくは直接の責任者を過料又は拘留に処することができる。 

第二百四十二条 被執行人が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には、人

民法院は、関係機関に対して被執行人の預金、債券、株券、ファンド持分等の財産に関する状況を調査・照

会する権利を有する。人民法院は、状況に応じて被執行者の財産に対して差押、凍結、振替、換価を行う権

利を有する。人民法院が調査・照会、差押、凍結、振替、換価を行う財産については、被執行人が履行すべ

き義務の範囲を超えてはならない。 
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 人民法院が財産の差押、凍結、振替、換価を決定した場合には、裁定を下さなければならず、かつ執行協

力通知書を発行し、関係機関はこれを処理しなければならない。 

第二百四十三条 被執行人が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、人民法

院は、被執行人が義務を履行すべき部分の収入を差し押え、又は引き出す権限を有する。ただし、被執行人

及びその扶養家族の生活必需費用は、保留しなければならない。 

 人民法院が収入を差し押え、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

ない。被執行人が所属する組織及び銀行、信用合作社又はその他の貯蓄業務を有する組織は、これを処理し

なければならない。 

第二百四十四条 被執行人が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、人民法

院は、被執行人が義務を履行すべき部分の財産を封印し、差し押え、凍結し、競売し、及び換価する権限を

有する。ただし、被執行人及びその扶養家族の生活必需品は、保留しなければならない。 

 前項に定める措置を講ずる場合には、人民法院は、裁定を下さなければならない。 

第二百四十五条 人民法院が財産を封印し、又は差し押える場合において、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、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、その勤務先又は財産所在

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、差し押えられた財産について、執行員は、台帳を作成し、立会人が署名し、又は押印した後に、

被執行人にコピー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、その成人の家族にコピーを交

付することもできる。 

第二百四十六条 封印された財産については、執行員は、被執行人を指定し、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。 

第二百四十七条 財産が封印、差押された後に、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。被執行人が期間を徒過しても履行していない場合、

人民法院は封印、差し押さえられた財産を競売しなければならない。競売に適さない又は当事者双方が競売

を行わないことに同意した場合には、人民法院は関係機関に換価を委託するか又は自ら換価を行わせること

ができる。国が自由売買を禁止している物品については、国の定める価格により関係機関に買い上げさせる。 

第二百四十八条 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、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する権限を有する。 
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 前項に定める措置を講ずる場合には、院長が捜査令状を発行する。 

第二百四十九条 法律文書により引渡を指定されている財産、物品又は証票は、執行員が当事者双方を召喚

して直接引き渡させ、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、受領する。 

 関係組織が当該財産、物品又は証票を保有する場合には、人民法院の執行協力通知書に基づき転送して引

き渡し、かつ、引き渡された者が署名の上、受領しなければならない。 

 関係する公民が当該財産、物品又は証票を保有する場合、人民法院は、当該公民に通知して提出させなけ

ればならない。提出を拒絶した場合には、強制執行をする。 

第二百五十条 家屋の強制明渡又は土地の強制退去は、院長が公告を署名して発行し、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履行しない場合には、執行員が強制執行する。 

 強制執行する場合において、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ときは、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。立会いを拒絶した場合にも、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、その勤務先又は家屋若しくは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。 

 家屋の強制明渡により搬出される財産、物品は、人民法院が人員を派遣して指定の場所に運送して被執行

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。受領を拒絶するこ

とによって生じた損害は、被執行人が負担する。 

第二百五十一条 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がある場合、人民法院は、関

係組織に対して執行協力通知書を発することができ、関係組織はこれを処理しなければならない。 

第二百五十二条 判決、裁定又はその他の法律文書が指定する行為について、被執行人が執行通知書に従っ

て履行しない場合、人民法院は、強制執行し、又は関係組織若しくはその他の者に委託して完了させること

ができる。費用は、被執行人が負担する。 

第二百五十三条 被執行人が判決、裁定又はその他の法律文書が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、裁定又はその

他の法律文書が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。 

第二百五十四条 人民法院が第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条に定める執行措置を講じた

後において、被執行人が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
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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、随時に人民法院に執行を請求す

ることができる。 

第二百五十五条 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、人民法院は、当該被執行人

に対して、出国制限、信用情報調査システム記録及びメディアを通じた義務不履行情状の公表並びに法律に

定めるその他の措置を自ら行い、又は関係組織に協力を求めてこれらの措置を行うことができる。 

 

第二十二章 執行の中止及び終結 

 

第二百五十六条 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、執行を中止する旨を

裁定しなければならない。 

（一）申立人が執行を延期してもよい旨を表示した場合 

（二）事件外の者が執行の目的物について、明らかに理由のある異議を提出した場合 

（三）当事者の一方の公民が死亡し、相続人が権利を承継し、又は義務を負うのを待つ必要のある場合 

（四）当事者の一方の法人若しくはその他の組織が消滅し、権利・義務の継承者が確定していない場合 

（五）人民法院が執行を中止すべきであると認めるその他の事由がある場合 

 中止の事由が消失した後には、執行を再開する。 

第二百五十七条 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、執行を終結する旨を

裁定する。 

（一）申立人が申立てを取り下げた場合 

（二）執行の根拠となる法律文書が取り消された場合 

（三）被執行人である公民が死亡し、執行に供することができる資産がなく、かつ、義務を負う者がいな

い場合 

（四）尊属扶養費扶助費、配偶者扶養費又は卑属扶養費の請求事件の権利者が死亡した場合 

（五）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

能力を喪失した場合 

（六）人民法院が執行を終結させるべきであると認めるその他の事由がある場合 

第二百五十八条 執行の中止及び終結に係る裁定は、当事者に送達された後に、直ちに効力を生ずる。 

 

第四編 渉外民事訴訟手続の特別規定 
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第二十三章 一般原則 

 

第二百五十九条 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、この編の規定を適用する。

この編に規定がない場合には、この法律のその他の関係規定を適用する。 

第二百六十条 中華人民共和国が締結し、又は参加している国際条約にこの法律と異なる規定がある場合に

は、当該国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国が保留する旨を声明した条項については、こ

の限りでない。 

第二百六十一条 外交上の特権及び免除権を有する外国人、外国組織又は国際機関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及び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。 

第二百六十二条 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及

び文字を使用しなければならない。当事者が通訳及び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。 

第二百六十三条 外国人、無国籍者又は外国の企業若しくは組織は、人民法院に訴えを提起し、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。 

第二百六十四条 中華人民共和国の領域内に住所を有しない外国人、無国籍者又は外国の企業若しくは組織

が中華人民共和国の弁護士又は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については、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若しく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。 

 

第二十四章 管轄 

 

第二百六十五条 契約紛争又はその他の財産権利・利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については、当該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、被告が中華人民共和国の領域内に差押えに

供することができる財産を有し、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には、

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ができる財産の所在地、権利侵害行
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為の実施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。 

第二百六十六条 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又は中外合作自然資源

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。 

 

第二十五章 送達及び期間 

 

第二百六十七条 人民法院は、中華人民共和国の領域内に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、次の各号に掲げる方式を採用することができる。 

（一）送達を受けるべき者の所在国と中華人民共和国とが締結する、又は共同に参加している国際条約中

に定める方式に従って送達する 

（二）外交ルートを通じて送達する 

（三）送達を受けるべき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 

（四）送達を受けるべき者が委託した、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 

（五）送達を受けるべき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利を有す

る支店（中国語は「分支機構」――訳注）若しくは業務代行者に送達する 

（六）送達を受けるべき者の所在国の法律が郵便による送達を認めている場合には、郵便による送達をす

ることができる。郵送日から三月が経過し、送達受領証が返送されない場合であって、各種の状況に基

づき、既に送達されたものと認定するに足りるときは、期間満了の日に送達されたものとみなす 

（七）ファクシミリ、電子メール等、送達を受けるべき者の受取が確認できる方法によって送達する 

（八）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、公示送達を行い、公示の日より満三

月を経過した場合には、送達されたものとみなす 

第二百六十八条 被告が中華人民共和国の領域内に住所を有しない場合、人民法院は、訴状の副本を被告に

送達し、かつ、被告に対し、訴状の副本を受領した後三十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。被告が期間の延長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。 

第二百六十九条 中華人民共和国の領域内に住所を有しない当事者は、第一審の人民法院の判決又は裁定に

対して不服がある場合には、判決書又は裁定書の送達の日から三十日以内に上訴を提起する権利を有する。

被上訴人は、上訴状の副本を受領した後三十日以内に答弁書を提出しなければならない。当事者が法の定め



 

463 

 

る期間において上訴を提起し、又は答弁書を提出することができず、期間の延長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。 

第二百七十条 人民法院が渉外民事事件を審理する期間は、第百四十九条及び第百七十六条が定める制限を

受けない。 

 

第二十六章 仲裁 

 

第二百七十一条 渉外経済貿易、運送及び海事において発生した紛争で、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に達し、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えを提起してはならない。 

 当事者は、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に付する旨の合意に達しない場合

には、人民法院に対して訴えを提起することができる。 

第二百七十二条 当事者が保全を申し立てた場合、中華人民共和国の渉外仲裁機構は、当事者の申立てを被

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、裁定を付さなければならない。 

第二百七十三条 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、人民法院に対して訴え

を提起することができない。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対して執行を申し立てることができる。 

第二百七十四条 中華人民共和国の渉外仲裁機構が下した判断について、被申立人が証拠を提出し、仲裁判

断に次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、合議体を構成し、審査・

確認した上、執行を行わない旨を裁定する。 

（一）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に付する旨の合意に達してい

ない場合 

（二）被申立人が仲裁員の指定若しく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

ない又はその他の理由により意見を陳述することができなかった場合 

（三）仲裁廷の構成又は仲裁手続が仲裁規則に適合しなかった場合 

（四）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なかった場

合 

 人民法院は、当該判断の執行が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。 

第二百七十五条 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
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達成した書面による仲裁合意に基づき、改めて仲裁を申し立てることができ、また人民法院に対して訴えを

提起することもできる。 

 

第二十七章 司法共助 

 

第二百七十六条 中華人民共和国が締結し、若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、人民法院は、外国の裁判所と、文書の送達、証拠の調査・取得又はその他の訴訟行為の実施を相互に請

求し、及び代行することができる。 

 外国の裁判所が共助を請求する事項が中華人民共和国の主権、安全又は公共の利益を損なう場合には、人

民法院は、これを執行しない。 

第二百七十七条 司法共助の請求及び提供は、中華人民共和国が締結し、又は参加している国際条約が定め

るルートにより行わなければならない。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、及び調査し

て証拠を取得することができる。ただし、中華人民共和国の法律に違反してはならず、かつ、強制措置を講

じてはならない。 

 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に、いかなる外国の機関及び個人も、

中華人民共和国の領域内において文書を送達し、又は調査して証拠を取得してはならない。 

第二百七十八条 外国の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附属書には、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。 

 人民法院が外国の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附属書については、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。 

第二百七十九条 人民法院は、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り行

う。外国の裁判所が特段の方式の採用を請求する場合には、その請求に係る特段の方式により行うこともで

きる。ただし、採用が請求される特段の方式は、中華人民共和国の法律に違反してはならない。 

第二百八十条 人民法院が下した法的効力が生じた判決又は裁定について、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て承認及び執行を申し立てることができ、また人民法院は、中華人民共和国が締結

し、若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い、外国の裁判所に承認及び執行を

請求することもできる。 
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 中華人民共和国の渉外仲裁機構が下した法的効力が生じた仲裁判断について、当事者が執行を請求する場

合であって、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は、当事者が直接に管轄権

を有する外国の裁判所に対して承認及び執行を申し立てなければならない。 

第二百八十一条 外国の裁判所が下した法的効力が生じた判決又は裁定について、中華人民共和国の人民法

院の承認及び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

対して承認及び執行を申し立てることができ、また外国の裁判所が当該国と中華人民共和国とが締結し、若

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い、人民法院の承認及び執行を請求するこ

ともできる。 

第二百八十二条 人民法院は、承認及び執行が申し立てられ、又は請求される外国の裁判所が下した法的効

力が生じた判決又は裁定について、中華人民共和国が締結し、若しくは参加している国際条約により、又は

互恵の原則に従い審査をした後、中華人民共和国の法律の基本原則又は国の主権、安全若しくは公共の利益

に違反していないと認められるときは、その効力を承認する旨を裁定し、執行する必要がある場合には、執

行命令を発し、この法律の関係規定により執行する。中華人民共和国の法律の基本原則又は国の主権、安全

若しくは公共の利益に違反する場合には、承認及び執行を行わない。 

第二百八十三条 国外の仲裁機構の判断に関して、中華人民共和国の人民法院の承認及び執行を必要とする

ものについては、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

ならない。人民法院は、中華人民共和国が締結し、若しくは参加している国際条約により、又は互恵の原則

に従い処理しなければならない。 

第二百八十四条 この法律は、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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刑法64 

中華人民共和国主席令 

第六十六号 

「中華人民共和国刑法改正案（十一）」は中華人民共和国第13回全国人民代表大会常務委員会第24回会議に

よって2020年12月26日に採択され、ここにて公布、2021年3月1日より実施する。 

中華人民共和国主席 習近平 

2020年12月26日 

（前略） 

十七、刑法第二百十三条を次のように改正した。 

「登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品、役務にその登録商標と同一の商標を使用し、情状が重

大な場合には、3年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合には、3年

以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」 

十八、刑法第二百十四条を次のように改正した。 

「登録商標を詐称した商品であることを明らかに知りながら販売し、違法所得額が比較的大きい又はその

他重大な情状がある場合には、3年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。違法所得額が巨大で

ある又はその他極めて重大な情状がある場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」 

十九、刑法第二百十五条を次のように改正した。 

「他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造或いは偽造し、又は無断で製造された登録商標の標識を販

売した場合であって、情状が重大なときは、3年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が

極めて重大な場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」 

二十、刑法第二百十七条を次のように改正した。 

「営利を目的とし、次の各号に掲げる著作権侵害事由又は著作隣接権侵害事由のいずれかに該当し、違法

所得額が比較的大きい又はその他重大な情状がある場合には、3年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は

単科する。違法所得額が巨大である又はその他極めて重大な情状がある場合には、3年以上10年以下の有期

懲役に処し、罰金を併科する。 

 
64
出所：2020 年 12 月 26 日付け全国人民代表大会ウェブサイトより一部抜粋（JETRO北京事務所で日本語仮訳を作成） 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/850abff47854495e9871997bf64803b6.shtml  

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確 に記するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが 保障するものではないことを予めご了承ください。 
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（一）著作権者の許諾を得ずに、その文字による著作物、音楽、美術、視聴覚著作物、コンピュータソフ

トウェア及び法律、行政法規に規定されるその他の著作物を複製、発行し、情報ネットワークを通じて公衆

に送信した場合。 

（二）他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。 

（三）録音・録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音・録画を複製、発行し、情報ネットワークを

通じて公衆に送信した場合。 

（四）実演家の許諾を得ずに、その実演が収録された録音・録画製品を複製、発行した、又は情報ネット

ワークを通じてその実演を公衆に送信した場合。 

（五）他人の氏名表示を詐称した美術著作物を製作、販売した場合。 

（六）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物、録音・録画製品等のために講じ

た著作権又は著作隣接権保護の技術的措置を故意に回避又は破壊した場合。」 

二十一、刑法第二百十八条を次のように改正した。 

「営利を目的とし、本法第二百十七条に規定する権利侵害複製品であることを明らかに知りながら販売

し、違法所得額が巨大である又はその他重大な情状がある場合には、5年以下の有期懲役に処し、罰金を併

科又は単科する。」 

二十二、刑法第二百十九条を次のように改正した。 

「次の各号に掲げる営業秘密侵害行為のいずれかに該当し、情状が重大な場合には、3年以下の有期懲役

に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合には、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰

金を併科する。 

（一）窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入又はその他の不正手段で権利者の営業秘密を取得した場合。 

（二）前項手段により取得した権利者の営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した場合。 

（三）秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して、その把握している営業秘密を開

示、使用又は他人に使用を許諾した場合。前項に掲げる行為を明らかに知っているにもかかわらず、当該営

業秘密を取得、開示、使用又は他人に使用を許諾した場合には、営業秘密の侵害とみなされる。 

本条にいう権利者とは、営業秘密の所有者及び営業秘密所有者の許諾を得た営業秘密の使用者を指す。」 

二十三、刑法第二百十九条の後に、刑法第二百十九条の一として次の内容を追加した。 

「国外の機構、組織、人員のために営業秘密の盗取、偵察、買収、不法提供を行った場合には、5年以下

の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が重大な場合には、5年以上の有期懲役に処し、罰金を

併科する。」 
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二十四、刑法第二百二十条を次のように改正した。 

「単位が本節第二百十三条から第二百十九条の一までに規定する罪を犯した場合には、単位に対して罰金

を科するとともに、その直接の責任を負うべき主管者及びその他の直接責任者を本節各条の規定により処罰

する。」 

（中略） 

四十八、本改正法案は、2021年3月1日より施行する。 
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2.主要司法解釈 

最高人民法院による民事訴訟における証拠に関する若干の規定65 

 

中華人民共和国最高人民法院 

公告 

 

『「民事訴訟における証拠に関する若干の規定」の改正に関する最高人民法院の決定』は 2019 年 10 月 14

日付けで最高人民法院審判委員会の第 1777回会議にて可決されたので、ここに公布する。同規定は、2020年

5 月 1日より施行する。 

 最高人民法院 

 2019年 12月 25日 

 

 

法釈〔2019〕19号 

 

最高人民法院による 

民事訴訟における証拠に関する若干の規定 

 

 （2001 年 12 月 6 日付けの最高人民法院審判委員会の第 1201 回会議にて可決された。2019 年 10 月 14 日

付けの最高人民法院審判委員会の第 1777回会議『「民事訴訟における証拠に関する若干の規定」の改正に関

する決定』に従って改正を行った） 

  

人民法院による事件事実の正確な認定、民事事件への公正、適時な審理を保証し、当事者の法による訴訟

権利の行使を保障かつ円滑化するために、『中華人民共和国民事訴訟法』（以下、「民事訴訟法」という）等の

関連法律の規定により、民事裁判の経験及び現状を踏まえて、本規定を制定する。 

 

 
65 出所：最高人民法院 2019 年 12月 25日 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-212721.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記するよう努力しており

ますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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一、当事者による挙証 

 第一条 原告が人民法院に提訴し又は被告が反訴を提起する場合、起訴条件を満たす相応の証拠資料を添

えなければならない。 

 第二条 人民法院は、当事者が合理的な期間内に挙証を積極的、全面的、正確かつ誠実に完成させるよう

促すために、挙証の要求及び法的結果を当事者に説明しなければならない。 

 当事者は客観的な事由により自ら収集できない証拠について、人民法院に調査・収集を申し立てることが

できる。 

 第三条 訴訟過程において一方当事者が自己に不利な事実を陳述し、又は自己に不利な事実を明確に肯定

した場合、他方当事者は挙証して証明する必要がない。 

 証拠交換、尋問、調査過程において、又は起訴状、答弁書、代理書等の書面資料において、当事者が自己

に不利な事実を明確に肯定した場合、前項の規定を適用する。 

 第四条 他方当事者の主張した自己に不利な事実について、一方当事者が肯定も否定もせず、裁判官から

説明、尋問された後にも、依然として認否を明確にしなかった場合、当該事実を認めたものとみなされる。 

 第五条 当事者が訴訟代理人に訴訟への参加を委託した場合、授権委託書に明確に排除された事項を除き、

訴訟代理人の自認は当事者の自認とみなされる。 

 当事者がその場で訴訟代理人の自認を明確に否定した場合、自認とみなされない。 

 第六条 通常共同訴訟において、共同訴訟人のうちの一人又は複数人が自認した場合、自認した当事者に

対して効力が生じる。 

 必要的共同訴訟において、共同訴訟人のうちの一人又は複数人が自認したが、その他の共同訴訟人が否定

した場合、自認の効力が生じない。その他の共同訴訟人が肯定も否定もせず、裁判官から説明、尋問された

後にも依然として意見を明確にしなかった場合、共同訴訟人全員の自認とみなされる。 

 第七条 他方当事者の主張した自己に不利な事実について、一方当事者が制限又は追加条件付きで肯定し

た場合、人民法院は事件の状況を総合して自認を構成するか否かを決定する。 

 第八条 『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第九十六条第一項に規定す

る事実には、自認に関する規定を適用しない。 

 自認した事実が既に究明された事実に合致しない場合、人民法院はこれを確認しない。 

 第九条 次の各号に掲げる状況のいずれかに該当し、当事者が法廷での弁論終結前に自認を取り下げた場

合、人民法院はこれを許可しなければならない。 

 （一）相手方当事者の同意を得た場合。 
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 （二）脅迫されて又は重大な誤解があって自認した場合。 

 人民法院は当事者による自認の取下げを許可した場合、口頭又は書面による裁定を下さなければならない。 

 第十条 次の各号に掲げる事実について、当事者は挙証して証明する必要がない。 

 （一）自然法則及び定理、定律。 

 （二）周知の事実。 

 （三）法律規定により推定された事実。 

 （四）既知の事実及び日常生活の経験法則に基づいて推定された事実。 

 （五）仲裁機構の発効した裁決により確認された事実。 

 （六）人民法院の法的効力が発生した裁判により確認された事実。 

 （七）有効な公証文書により証明された事実。 

 前項第二号から第五号までの事実について、当事者がそれを反駁するのに足りる反対証拠を持っている場

合は、この限りではない。第六号、第七号の事実について、当事者がそれを覆すのに足りる反対証拠を持っ

ている場合は、この限りではない。 

 第十一条 当事者は、人民法院に証拠を提出するにあたって、原本又は原物を提出しなければならない。

自ら原本・原物を保存する必要があり、又は原本・原物の提出が確かに困難な場合、人民法院によって相違

がないと確認された複製物や複製品を提出してもよい。 

 第十二条 動産を証拠とする場合、原物を人民法院に提出しなければならない。当該原物が移動又は保存

に向かない場合、当事者はその複製品、映像資料又はその他の代替品を提供することができる。 

 人民法院は、当事者から提出された動産又は代替品を受け取った後に、人民法院又は保存現場で検査する

よう速やかに当事者双方に通知しなければならない。 

 第十三条 当事者は不動産を証拠とする場合、当該不動産の映像資料を人民法院に提出しなければならな

い。 

 人民法院は必要があると認めた場合、現場で検査するよう当事者双方に通知しなければならない。 

 第十四条 電子データには次の各号に掲げる情報、電子文書が含まれる。 

 （一）ウェブページ、ブログ、マイクロブログ等のネットワークプラットフォームによって発表された情

報。 

 （二）携帯電話ショートメッセージ、電子メール、インスタントメッセージ、通信グループ等のネットワ

ークアプリケーションサービスの通信情報。 

 （三）ユーザー登録情報、身元認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログ等の情報。 
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 （四）ドキュメント、画像、オーディオ、ビデオ、デジタル証書、コンピュータープログラム等の電子文

書。 

 （五）デジタル形式で保存、処理、伝送されている、事件の事実を証明できるその他の情報。 

 第十五条 当事者は視聴覚資料を証拠とする場合、当該視聴覚資料が記憶されたオリジナルの媒体を提供

しなければならない。 

 当事者は電子データを証拠とする場合、原本を提供しなければならない。電子データの作成者によって作

成された原本に一致する副本、又は電子データから直接派生した印刷物若しくは表示、識別可能なその他の

出力媒体は、電子データの原本とみなされる。 

 第十六条 当事者が提出する公文書書証は、中華人民共和国域外で形成されたものである場合、当該証拠

は、所在国の公認機関による証明を得るか、又は中華人民共和国と当該所在国との間に締結された関係条約

に定めた証明手続を履行しなければならない。 

 中華人民共和国域外で形成された身分関係に係る証拠は、所在国の公認機関による証明を経て、かつ当該

国における中華人民共和国大使館・領事館の認証を得て、又は中華人民共和国と当該所在国との間に締結さ

れた関係条約に定めた証明手続を履行しなければならない。 

 当事者が人民法院に提出する証拠は、香港、マカオ、台湾地区で形成されたものである場合、関連証明手

続きを履行しなければならない。 

 第十七条 当事者は人民法院に外国語の書証又は外国語の説明資料を提出する場合、中国語の訳文を添え

なければならない。 

 第十八条 当事者双方間で争議がない事実が『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院

の解釈』第九十六条第一項に規定する状況に該当する場合、人民法院は当事者に関連証拠の提供を命じるこ

とができる。 

 第十九条 当事者は、それが提出する証拠資料を逐一分類して番号を付け、証拠材料の出所、証明対象及

び内容を簡単に説明し、署名・捺印し、提出日付を明記し、かつ相手方当事者の人数分の副本を提出しなけ

ればならない。 

 人民法院は、当事者が提出した証拠資料を受領した場合、受領書を発行し、証拠の名称、部数、頁数及び

受領した時間を明記し、担当者が署名又は捺印しなければならない。 

 

二、証拠の調査・収集及び保全 

 第二十条 当事者及びその訴訟代理人は、人民法院に証拠の調査・収集を申し立てる場合、挙証期間の満
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了前に書面による申立書を提出しなければならない。 

 申立書には、被調査人の氏名又は単位名称、住所等の基本的状況、調査・収集しようとする証拠の名称又

は内容、人民法院による証拠の調査・収集が必要とされる事由及びその証明しようとする事実並びに明確な

手掛かりを明記しなければならない。 

 第二十一条 人民法院が調査・収集する書証は、原本であっても、相違がないと確認された副本又は複製

物であってもよい。副本又は複製物である場合、調査記録に出所及び証拠取得状況を記載しなければならな

い。 

 第二十二条 人民法院が調査・収集する物証は、原物でなければならない。被調査人は、原物の提出が確

かに困難な場合、複製品又は映像資料を提出してもよい。複製品又は映像資料を提出する場合、調査記録に

証拠取得状況を記載しなければならない。 

 第二十三条 人民法院は視聴覚資料、電子データを調査・収集するにあたって、被調査人に原始担体の提

出を求めなければならない。 

 オリジナルの媒体の提出が確かに困難な場合、複製物を提出してもよい。複製物を提出する場合、人民法

院は調査記録にその出所及び作成の経緯を記載しなければならない。 

 人民法院が視聴覚資料、電子データについて証拠保全措置を講じる場合、前項の規定を適用する。 

 第二十四条 人民法院は鑑定を必要とする可能性がある証拠を調査・収集するにあたって、関連技術規範

を遵守し、証拠が汚染されないように確保しなければならない。 

 第二十五条 当事者又は利害関係者が『民事訴訟法』第八十一条の規定により証拠保全を申し立てる場合、

申立書には保全する必要がある証拠の基本的状況、保全を申し立てる理由及び講じようとする保全措置等の

内容を明記しなければならない。 

 当事者は『民事訴訟法』第八十一条第一項の規定により証拠保全を申し立てる場合、挙証期間満了前に人

民法院に申し立てなければならない。 

 法律、司法解釈において訴訟前の証拠保全に関する規定がある場合、その規定に従う。 

 第二十六条 当事者又は利害関係者が保全対象物の使用、流通を制限する差押、押収等の保全措置を申し

立てるか、又は保全により証拠保有者に損失を与える可能性がある場合、人民法院は申立人に相応の担保の

提供を命じなければならない。 

 担保方式又は金額は、人民法院が保全措置の証拠保有者に対する影響、保全対象物の価値、当事者又は利

害関係者の争議にかかる訴訟物の金額等の要素に応じて総合的に確定する。 

 第二十七条 人民法院は証拠保全にあたって、当事者又は訴訟代理人の立ち会いを求めることができる。 
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 人民法院は当事者の申立及び具体的な状況に応じて、差押、押収、録音、録画、複製、鑑定、検証等の方

法で証拠保全を行い、かつ記録を作成することができる。 

 証拠保全の目的に合致する状況下で、人民法院は証拠保有者の利益への影響が最も小さい保全措置を選択

しなければならない。 

 第二十八条 誤った証拠保全の申立により財産損失をもたらし、当事者が賠償責任の負担を申立人に請求

した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。 

 第二十九条 人民法院が訴訟前の証拠保全措置を講じた後に、当事者がその他の管轄権のある人民法院に

訴訟を提起した場合、保全措置を講じた人民法院は、当事者の申立により、保全した証拠を事件を受理した

人民法院に速やかに移管しなければならない。 

 第三十条 人民法院は、事件の審理過程において、鑑定意見によって要証事実を証明する必要があると認

めた場合には、当事者に説明し、鑑定申立期間を指定しなければならない。 

 『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第九十六条第一項に規定する状況に

該当する場合、人民法院は職権により鑑定を委託しなければならない。 

 第三十一条 当事者は鑑定の申立にあたって、人民法院から指定された期間内に提出するとともに、鑑定

費用を前納しなければならない。期限を過ぎても申し立てをしなかった場合又は鑑定費用を前納しなかった

場合、申立を放棄したものとみなされる。 

 鑑定を必要とする要証事実について挙証責任を負う当事者は、人民法院から指定された期間内に正当な理

由なく鑑定を申し立てず、或いは鑑定費用を前納せず、又は関連資料の提出を拒否したことで、要証事実を

究明できなかった場合、挙証不能の法的結果を負担しなければならない。 

 第三十二条 人民法院は鑑定申立を許可した場合、当事者双方が協議の上、相応の資格を有する鑑定人を

決定するよう組織しなければならない。当事者の協議が成立しない場合、人民法院が指定する。 

 人民法院は職権により鑑定を委託する場合、当事者の意見を聴取した後に、相応の資格を有する鑑定人を

指定することができる。 

 人民法院は、鑑定人を決定した後に委託書を発行しなければならない。委託書には、鑑定事項、鑑定範囲、

鑑定目的及び鑑定期間を明記しなければならない。 

 第三十三条 人民法院は、鑑定開始の前に、鑑定人に対して承諾書への署名を求めなければならない。承

諾書には、鑑定人が鑑定の客観的、公正、誠実な実施を保証し、出廷・証言を保証し、虚偽の鑑定をした場

合に法的責任を負担しなければならない等の内容を明記しなければならない。 

 鑑定人が故意に虚偽の鑑定をした場合、人民法院は鑑定費用の払戻しを命じるとともに、情状に応じて、
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『民事訴訟法』第百十一条の規定に従って処罰しなければならない。 

 第三十四条 人民法院は、当事者が鑑定資料について証拠質疑を行うよう組織しなければならない。証拠

質疑を受けていない資料は、鑑定の根拠としてはならない。 

 人民法院の許可を経て、鑑定人は証拠の取り寄せ、物証と現場の検証及び当事者又は証人への尋問を行う

ことができる。 

 第三十五条 鑑定人は人民法院の確定した期間内に鑑定を完了し、かつ鑑定書を提出しなければならない。 

 鑑定人が正当な理由なく時間通りに鑑定書を提出しなかった場合、当事者は別の鑑定人に鑑定を委託する

よう人民法院に申し立てることができる。人民法院が許可した場合、原鑑定人は既に受領した鑑定費用を払

い戻さなければならない。払戻しを拒否した場合、本規定第八十一条第二項の規定に従って処分する。 

 第三十六条 人民法院は、鑑定人から提示された鑑定書について、次の各号に掲げる内容を有するか否か

を審査しなければならない。 

 （一）委託法院の名称。 

 （二）鑑定委託の内容。 

 （三）鑑定資料。 

 （四）鑑定の根拠とされる原理、方法。 

 （五）鑑定過程に対する説明。 

 （六）鑑定意見。 

 （七）承諾書。 

 鑑定書には、鑑定人が署名又は捺印するとともに、鑑定人の相応の資格証明を添えなければならない。機

構に鑑定を委託した場合、鑑定書に鑑定機構が捺印するとともに、鑑定担当者が署名しなければならない。 

 第三十七条 人民法院は鑑定書を受領した後に、速やかに副本を当事者に送付しなければならない。 

 当事者は鑑定書の内容について異議がある場合、人民法院から指定された期間内に書面で申し立てなけれ

ばならない。 

 当事者の異議について、人民法院は解釈、説明又は補足を行うよう鑑定人に求めなければならない。人民

法院は必要があると認めた場合、当事者から異議が申し立てられなかった内容について解釈、説明又は補足

を行うよう鑑定人に求めることができる。 

 第三十八条 当事者が鑑定人の書面による回答を受領した後にも異議がある場合、人民法院は『訴訟費用

納付弁法』第十一条の規定に従い、鑑定人の出廷費用を前納するよう異議のある当事者に通知するとともに、

鑑定人に出廷を通知しなければならない。異議のある当事者が鑑定人の出廷費用を前納しなかった場合、異
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議を放棄したものとみなされる。 

 当事者双方は鑑定意見についていずれも異議がある場合、鑑定人の出廷費用を分担して前納するものとす

る。 

 第三十九条 鑑定人の出廷費用は、証人の出廷・証言費用の基準に従って計算され、敗訴した当事者が負

担するものとする。鑑定意見に不明なところ又は欠陥があることで鑑定人の出廷が必要となる場合、出廷費

用は鑑定人の自己負担とする。 

 人民法院は鑑定を委託した時に鑑定人の出廷費用が鑑定費用に含まれていると既に確定した場合、改めて

当事者に前納を通知しない。 

 第四十条 当事者が再鑑定を申し立てるにあたって、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合、

人民法院はこれを許可しなければならない。 

 （一）鑑定人が相応の資格を有しない場合。 

 （二）鑑定手続に重大な違法がある場合。 

 （三）鑑定意見の根拠が明らかに不十分である場合。 

 （三）鑑定意見が証拠として使用できないその他の状況。 

 前項第一号から第三号までの状況が存在する場合、鑑定人は既に受領した鑑定費用を払い戻さなければな

らない。払戻しを拒否した場合、本規定第八十一条第二項の規定に従って処分する。 

 鑑定意見の欠陥について、補正、補足鑑定又は補足の証拠質疑、再証拠質疑等の方法で解決できる場合、

人民法院は再鑑定の申立を許可しない。 

 再鑑定する場合、原鑑定意見は事件の事実を認定するための根拠としてはならない。 

 第四十一条 一方当事者が専門的な問題について関連機構又は人員に自ら委託して提示させた意見につ

いて、他方当事者がこれを反駁するのに足りる証拠又は理由を持っており、かつ、鑑定を申し立てた場合に

は、人民法院はこれを許可しなければならない。 

 第四十二条 鑑定意見が採用された後に、鑑定人が正当な理由なく鑑定意見を取り消した場合、人民法院

は鑑定費用の払戻しを命じなければならず、さらに情状に応じて、『民事訴訟法』第百十一条の規定に従って

鑑定人に処罰を与えることができる。当事者は、鑑定人がこれにより増加した合理的費用を負担すべきと主

張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。 

 人民法院は、鑑定意見を採用した後に鑑定人による取消しを許可した場合、鑑定費用の払戻しを鑑定人に

命じなければならない。 

 第四十三条 人民法院は、検証前に検証の時間と場所を当事者に通知しなければならない。当事者が参加
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しないことは、検証の実施に影響を与えない。 

 当事者は、検証事項について人民法院に解釈及び説明を行うことができ、検証過程における重要事項に注

意を払うよう、人民法院に請求することができる。 

 人民法院は、物証又は現場の検証にあたって、記録を作成し、検証の時間、場所、検証人、立会人、検証

の経緯・結果を記録し、検証人、立会人による署名又は捺印を得なければならない。作成された現場見取図

について、作成の時間、方位、作成者の氏名、身分等の内容を明記しなければならない。 

 第四十四条 関連単位が作成した、事件の事実に関連する書類、資料を抜粋するにあたっては、出所を明

記し、かつ作成単位又は保管単位の捺印を受けなければならず、抜粋人及び他の調査官が抜粋文書に署名又

は捺印しなければならない。 

 抜粋した文書や資料は、内容の相応の完全性を維持しなければならない。 

 第四十五条 当事者が『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第百十二条の

規定に従って相手方当事者に書証の提出を命じるよう人民法院に申し立てる場合、申立書には提出が申し立

てられた書証の名称又は内容、当該書証で証明する必要がある事実及び当該事実の重要性、相手方当事者が

当該書証を管理しているとする根拠及び当該書証を提出すべき理由を明記しなければならない。 

 相手方当事者が書証を管理していることを否定した場合、人民法院は法律規定、習慣等の要素に基づき、

事件の事実、証拠を踏まえて、書証が相手方当事者の管理下にあるか否かの事実を総合的に判断しなければ

ならない。 

 第四十六条 人民法院は当事者による書証提出の申立を審査するにあたって、相手方当事者の意見を聴取

しなければならず、必要に応じて、当事者双方に証拠の提供、弁論を求めることができる。 

 当事者から提出が申し立てられた書証が不明確で、書証が要証事実の証明に必要ではなく、要証事実が裁

判結果に実質的な影響を与えず、書証が相手方当事者に管理されておらず又は本規定第四十七条の状況に該

当しない場合、人民法院はこれを許可しない。 

 当事者の申立理由が成立する場合、人民法院は、相手方当事者に書証の提出を命じる裁定を下さなければ

ならない。理由が成立しない場合、申立人に通知する。 

 第四十七条 次の各号に掲げる状況において、書証を管理する当事者は書証を提出しなければならない。 

 （一）書証を管理する当事者が訴訟において引用した書証。 

 （二）相手方当事者の利益のために作成された書証。 

 （三）相手方当事者が法律の規定に従って閲覧、取得する権利がある書証。 

 （四）帳簿、記帳の原始証憑。 
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 （五）人民法院が書証を提出すべきと認めたその他の状況。 

 前項に掲げる書証は国家秘密、営業秘密、当事者又は第三者のプライバシーに関わるか、又は法律に規定

された守秘すべき状況が存在する場合、提出後に証拠質疑を公開して実行してはならない。 

 第四十八条 書証を管理する当事者が正当な理由なく書証の提出を拒否した場合、人民法院は、相手方当

事者の主張する書証内容が真実であると認定することができる。 

 書証を管理する当事者が『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第百十三条

に規定する状況に該当する場合、人民法院は、相手方当事者が主張する、当該書証によって証明しようとす

る事実が真実であると認定することができる。 

 

三、挙証期間及び証拠交換 

 第四十九条 被告は、答弁期間満了前に書面にて答弁を提出し、原告の訴訟上の請求並びにその根拠とな

る事実及び理由について意見を述べなければならない。 

 第五十条 人民法院は、審理前の準備段階において、挙証通知書を当事者に送達しなければならない。 

 挙証通知書には、挙証責任の配分原則と要求、人民法院に調査・証拠収集を申し立てることができる状況、

人民法院が事件の状況に応じて指定した挙証期間及び期間が過ぎた後に証拠を提出する場合の法的結果等の

内容を明記しなければならない。 

 第五十一条 挙証期間は、当事者で協議し、人民法院の許可を受けることができる。 

 人民法院が挙証期間を指定する場合、第一審通常手続を適用して審理された事件については 15 日以上で

なければならず、当事者が新たな証拠を提出した第二審事件については 10日以上でなければならない。簡易

手続を適用して審理された事件については 15日を上回ってはならず、小額訴訟事件の挙証期間は一般的に 7

日を上回ってはならない。 

 挙証期間が満了した後に、当事者が反対証拠を提出した場合又は既に提出した証拠の出所、形式等におけ

る欠陥を補正した場合、人民法院は情状酌量の上、挙証期間を改めて確定することができる。当該期間は前

項に規定する期間の制限を受けない。 

 第五十二条 当事者が挙証期間内に証拠を提出するのに客観的な障害が存在することは、『民事訴訟法』第

六十五条第二項に規定する「当事者は当該挙証期間内における証拠資料の提出が確かに困難である」状況に

該当する。 

 前項の状況について、人民法院は当事者の挙証能力、挙証期間内に証拠を提出できない事由等の要素に応

じて総合的に判断しなければならない。必要に応じて、相手方当事者の意見を聴取することができる。 
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 第五十三条 訴訟過程において、当事者が主張している法律関係の性質又は民事行為の効力が人民法院が

事件事実に基づいて行った認定に一致しない場合、人民法院は、法律関係の性質又は民事行為の効力を焦点

を当てるべき問題として審理しなければならない。但し、法律関係の性質が裁判理由及び結果に影響を与え

ず、又は関連問題について当事者が既に十分に論議している場合、この限りではない。 

 前項の状況が存在し、当事者が法廷の審理状況に応じて訴訟上の請求を変更する場合、人民法院はこれを

許可し、かつ事件の具体的な状況に応じて挙証期間を新たに指定しなければならない。 

 第五十四条 当事者は、挙証期間の延長を申し立てる場合には、挙証期間満了前に人民法院に書面にて申

し立てなければならない。 

 申立理由が成立する場合、人民法院はこれを許可し、挙証期間を適宜延長し、かつ他の当事者に通知しな

ければならない。延長された挙証期間は他の当事者に適用される。 

 申立理由が成立しない場合、人民法院はこれを許可せず、かつ申立人に通知する。 

 第五十五条 次の各号に掲げる状況が存在する場合、挙証期間は以下の方式で確定される。 

 （一）当事者が『民事訴訟法』第百二十七条の規定に従って管轄権異議を申し立てた場合、挙証期間が中

断し、管轄権異議を却下する旨の裁定が発効した日から計算を再開する。 

 （二）当事者を追加するか、独立した請求権のある第三者が訴訟に参加するか、又は独立した請求権のな

い第三者が人民法院からの通知を受けて訴訟に参加する場合、人民法院は本規定第五十一条の規定に従って

新たに訴訟に参加する当事者のために挙証期間を確定しなければならず、当該挙証期間は他の当事者に適用

される。 

 （三）差戻し・再審事件について、第一審人民法院は事件の具体的な状況と差戻し・再審の事由を踏まえ

て、情状酌量の上、挙証期間を確定することができる。 

 （四）当事者が訴訟上の請求を追加、変更し、又は反訴を提起した場合、人民法院は事件の具体的な状況

に応じて挙証期間を改めて確定しなければならない。 

 （五）公告送達の場合、挙証期間は広告期間が満了した翌日から起算する。 

 第五十六条 人民法院が『民事訴訟法』第百三十三条第四号の規定に従い、証拠交換を組織することによ

って審理前の準備を行う場合、証拠交換の日を挙証期間満了の日とする。 

 証拠交換の時間は、当事者の協議により合意し、かつ人民法院の認可を受けてもよければ、人民法院が指

定してもよい。当事者が挙証期間の延期を申し立てかつ人民法院の許可を得た場合、証拠交換日はそれに応

じて順延する。 

 第五十七条 証拠交換は、裁判官の主宰の下で行われなければならない。 
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 証拠交換過程において、裁判官は、当事者から異議が申し立てられなかった事実や証拠について記録に編

綴しなければならない。異議が申し立てられた証拠について、証明の必要がある事実に応じて分類して記録

に編綴し、かつ異議申立の理由を記載しなければならない。証拠交換により、当事者双方の争議の主要問題

を確定する。 

 第五十八条 当事者は相手方の証拠を受領した後に反対証拠があって提出する必要がある場合、人民法院

は証拠交換を改めて組織しなければならない。 

 第五十九条 人民法院は、期限を過ぎて証拠を提出した当事者に対して罰金を科する場合、当事者が期限

を過ぎて証拠を提出した際の主観的過失の程度、訴訟遅延の状況、訴訟対象物の金額等の要素を踏まえて、

罰金額を確定することができる。 

 

四、証拠質疑 

 第六十条 当事者が審理前の準備段階又は人民法院の調査、尋問過程において質疑意見を述べた証拠は、

質疑を経た証拠とみなされる。 

 人民法院は、当事者が書面による質疑意見の表明を求め、相手方当事者の意見を聴取した上で必要がある

と認めた場合、これを許可してもよい。人民法院は、書面による質疑意見を速やかに相手方当事者に送付し

なければならない。 

 第六十一条 書証、物証、視聴覚資料について証拠質疑を行うにあたって、当事者は証拠の原本又は原物

を提示しなければならない。但し、次に掲げるいずれかの状況に該当する場合、この限りではない。 

 （一）原本又は原物の提示が確かに困難で、かつ人民法院が複製物又は複製品の提示を許可した場合。 

 （二）原本又は原物が既に存在していないが、複製物や複製品が原本又は原物と一致することを証明する

証拠がある場合。 

 第六十二条 証拠質疑は、一般的に次の各号に掲げる順序で行う。 

 （一）原告が証拠を提示し、被告及び第三者が原告に証拠質疑を行う。 

 （二）被告が証拠を提示し、原告及び第三者が被告に証拠質疑を行う。 

 （三）第三者が証拠を提示し、原告及び被告が第三者に証拠質疑を行う。 

 人民法院が当事者の申立により調査・収集した証拠については、裁判官が証拠の調査・収集状況を説明し

た後に、申立をした当事者が相手方当事者、第三者に証拠質疑を行う。 

 人民法院が職権により調査・収集した証拠については、裁判官が証拠の調査・収集状況を説明した後に、

当事者の意見を聴取する。 
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 第六十三条 当事者は事件事実について如実で完全に陳述しなければならない。 

 当事者の陳述がこれまでの陳述に一致しない場合、人民法院はその理由の説明を命じ、かつ当事者の訴訟

能力、証拠及び事件の具体的な状況を踏まえて審査・認定しなければならない。 

 当事者が故意に虚偽の陳述をして人民法院の審理を妨害した場合、人民法院は情状に応じて、『民事訴訟

法』第百十一条の規定に従って処罰しなければならない。 

 第六十四条 人民法院は必要があると認めた場合、当事者本人が出席し、事件の関連事実について尋問を

受けるよう求めることができる。 

 人民法院は当事者に対して出席して尋問を受けるよう求める場合、尋問の時間、場所、出席拒否の結果等

の内容を当事者に通知しなければならない。 

 第六十五条 人民法院は尋問前に、誓約書に署名するとともに誓約書の内容を読み上げるよう当事者に命

じなければならない。 

 誓約書には、「事実を陳述することを保証する」、「隠蔽、歪曲、増減が全くない」、「虚偽の陳述をした場合

に処罰を受けなければならない」等の内容を明記しなければならない。当事者は誓約書に署名、捺印しなけ

ればならない。 

 当事者が誓約書を読み上げられない正当な理由がある場合、書記官がこれを読み上げかつ説明する。 

 第六十六条 当事者が正当な理由なく出席、署名又は誓約書の読み上げを拒否した場合又は尋問を受けな

いとした場合、人民法院は事件の状況を総合して、要証事実の真偽を判断しなければならない。要証事実を

証明できる他の証拠がない場合、人民法院は当該当事者に不利な認定をしなければならない。 

 第六十七条 意思を正確に伝達できない者は、証人とすることができない。 

 要証事実がその年齢、知力又は精神的健康状態に適合する民事行為無能力者及び制限民事行為能力者は、

証人とすることができる。 

 第六十八条 人民法院は証人に対し、出廷・証言し、裁判官及び当事者の尋問を受けるよう求めなければ

ならない。証人は、審理前の準備段階において又は人民法院の調査、尋問等で当事者双方が出席した時に証

言を陳述した場合、出廷・証言したものとみなされる。 

 証人の他の方式による証言について、当事者双方が同意しかつ人民法院の許可を得た場合、証人は出廷・

証言しなくてもよい。 

 正当な理由なく出廷しなかった証人が書面等の方式で提供した証言は、事件事実を認定するための根拠と

してはならない。 

 第六十九条 当事者は証人の出廷・証言を申し立てる場合、挙証期間満了前に人民法院に申立書を提出し
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なければならない。 

 申立書には、証人の氏名、職業、住所、連絡先、証言の主要内容、証言と要証事実との関連性及び証人に

よる出廷・証言の必要性を明記しなければならない。 

 『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈』第九十六条第一項に規定する状況に

該当する場合、人民法院は職権により証人に出廷・証言するよう通知しなければならない。 

 第七十条 人民法院は証人による出廷・証言の申立を許可した場合、通知書を証人に送達するとともに当

事者双方に告知しなければならない。通知書には、証人による証言の時間、場所、証言の事項、要求及び偽

証の法的結果等の内容を明記しなければならない。 

 当事者から申し立てられた証人による出廷・証言の事項が要証事実と無関係である場合又は証人に出廷・

証言するよう通知する必要がない場合、人民法院は当事者の申立を許可しない。 

 第七十一条 人民法院は証人に対し、証言の前に誓約書に署名するとともに法廷で誓約書の内容を読み上

げるよう求めなければならない。但し、民事行為無能力者及び制限民事行為能力者を証人とする場合を除く。 

 証人が確かに誓約書を読み上げられない正当な理由がある場合、書記官が代わりに読み上げかつ説明する。 

 証人は誓約書への署名又は読み上げを拒否した場合、証言をしてはならず、かつ自ら関連費用を負担する

ものとする。 

 証人の誓約書の内容には、当事者の誓約書の関連規定を適用する。 

 第七十二条 証人は身を持って感知した事実を客観的に陳述しなければならず、証言にあたって推測、推

断又は評論的な言葉を使用してはならない。 

 証人は証言前に法廷審理を傍聴してはならず、証言にあたって、事前に準備した書面資料を読み上げる方

法で証言を陳述してはならない。 

 証人は言語表現の障害がある場合、他の表現方法で証言することができる。 

 第七十三条 証人はその証言する事項について連続して陳述しなければならない。 

 当事者及びその法廷代理人、訴訟代理人又は傍聴者が証人の陳述を妨害した場合、人民法院はこれを速や

かに阻止し、必要な場合、『民事訴訟法』第百十条の規定に従って処罰することができる。 

 第七十四条 裁判官は証人を尋問することができる。当事者及びその訴訟代理人は、裁判官の許可を得た

上で証人を尋問することができる。 

 証人を尋問する際に、他の証人は立ち会ってはならない。 

 人民法院は必要と認めた場合、証人間の対質を求めることができる。 

 第七十五条 証人は出廷・証言した後に、人民法院に証人の出廷・証言費用の支払を申し立てることがで
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きる。証人は困難があって出廷・証言費用を事前に領収する必要がある場合、人民法院は証人の申立により

出廷・証言の前に支払うことができる。 

 第七十六条 証人は確かに困難があって出廷・証言できず、書面による証言、視聴覚伝送技術又は視聴覚

資料等の方式で証言することを申し立てる場合、人民法院に申立書を提出しなければならない。申立書には、

出廷できない具体的な事由を明記しなければならない。 

 『民事訴訟法』第七十三条に規定する状況に該当する場合、人民法院はこれを許可しなければならない。 

 第七十七条 証人は人民法院の許可を得て、書面による証言方式で証言する場合、誓約書に署名しなけれ

ばならない。視聴覚伝送技術又は視聴覚資料の方式で証言する場合、誓約書に署名するとともに誓約書の内

容を読み上げなければならない。 

 第七十八条 当事者及びその訴訟代理人による証人への尋問は要証事実と無関係であるか、又は証人への

脅迫、侮辱又は不当な誘引等の状況がある場合、裁判官はこれを速やかに阻止しなければならない。必要な

場合、『民事訴訟法』第百十条、第百十一条の規定に従って処罰することができる。 

 証人が故意に虚偽の陳述をし、訴訟参加者又は他人が暴力、脅迫、賄賂等の方法で証人の証言を妨害し、

又は証人の証言後に侮辱、誹謗、中傷、恐喝、殴打等の方法で証人に攻撃をかけて報復した場合、人民法院

は情状に応じて、『民事訴訟法』第百十一条の規定に従って、行為者を処罰しなければならない。 

 第七十九条 鑑定人が『民事訴訟法』第七十八条の規定に従って出廷・証言する場合、人民法院は開廷審

理の 3日前に出廷の時間、場所及び要求を鑑定人に通知しなければならない。 

 機構に鑑定を委託した場合、鑑定担当者が機構を代表して出廷しなければならない。 

 第八十条 鑑定人は鑑定事項について当事者の異議と裁判官の尋問に誠実に回答しなければならない。法

廷での回答が確かに困難な場合、人民法院の許可を得て、法廷審理の終了後に書面にて回答することができ

る。 

 人民法院は書面による回答書を速やかに当事者に送付し、かつ当事者の意見を聴取しなければならない。

必要な場合、証拠質疑を改めて組織してもよい。 

 第八十一条 鑑定人が出廷・証言を拒否した場合、鑑定意見は事件の事実を認定するための根拠としては

ならない。人民法院は関係主管部門又は組織に対し、出廷・証言を拒否した鑑定人を処罰するよう提案しな

ければならない。 

 当事者が鑑定費用の払戻しを求めた場合、人民法院は 3日以内に裁定し、鑑定人に払戻しを命じなければ

ならない。払戻しを拒否した場合、人民法院が法により執行するものとする。 

 当事者が鑑定人による出廷・証言の拒否により再鑑定を申し立てた場合、人民法院はこれを許可しなけれ
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ばならない。 

 第八十二条 法廷の許可を得た場合、当事者は鑑定人、検証人に尋問することができる。 

 鑑定人、検証人に尋問するにあたって、脅迫、侮辱等不適切な言葉や方法を使用してはならない。 

 第八十三条 当事者が『民事訴訟法』第七十九条及び『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高

人民法院の解釈』第百二十二条の規定に従い、専門知識のある者の出廷を申し立てる場合、申立書には、専

門知識のある者の基本的状況及び申立の目的を明記しなければならない。 

 人民法院は当事者の申立を許可した場合、当事者双方に通知しなければならない。 

 第八十四条 裁判官は専門知識のある者を尋問することができる。法廷の許可を得た場合、当事者は専門

知識のある者を尋問することができ、当事者が各自申し立てた専門知識のある者は事件における関連問題に

ついて対質することができる。 

 専門知識のある者は、鑑定意見に対する質疑又は専門的問題について意見陳述以外の法廷審理活動に参加

してはならない。 

 

五、証拠の審査認定 

 第八十五条 人民法院は、証拠により証明できる事件事実を根拠とし、法により裁判しなければならない。 

 裁判官は、法定手続に従って証拠を全面的かつ客観的に審査し、法律の規定を踏まえて、裁判官の職業道

徳に従い、論理的推理と日常生活の経験を活用して、証拠の証明力の有無及び証明力の程度について独自の

判断を行い、かつ判断の理由及び結果を公開しなければならない。 

 第八十六条 当事者による詐欺、脅迫、悪意ある共謀事実の証明、及び口頭遺言又は贈与事実の証明につ

いて、人民法院は当該要証事実の存在の可能性を確信し、合理的な疑いを排除できる場合、当該事実が存在

すると認定しなければならない。 

 訴訟保全、忌避等の手続事項に関する事実について、人民法院は当事者の説明及び関連証拠を踏まえて、

関連事実が存在する可能性が大きいと認めた場合、当該事実の存在を認定することができる。 

 第八十七条 裁判官は、単一証拠について次の面から審査・認定することができる。 

 （一）証拠が原本・原物であるか否か、複製物・複製品が原本・原物に合致するか否か。 

 （二）証拠が本件の事実に関連しているか否か。 

 （三）証拠の形式、出所が法律の規定に合致するか否か。 

 （四）証拠の内容が真実であるか否か。 

 （五）証人又は証拠を提供した者が、当事者と利害関係を有するか否か。 
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 第八十八条 裁判官は、事件の全ての証拠について、各証拠と事件事実との関連性、各証拠間の関係等か

ら総合的に審査・判断しなければならない。 

 第八十九条 当事者が訴訟過程において認可した証拠について、人民法院はこれを確認しなければならな

い。但し、法律、司法解釈に別途規定がある場合を除く。 

 当事者が認可した証拠を取り下げた場合、『「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の

解釈』第二百二十九条の規定に従って処理する。 

 第九十条 次に掲げる証拠は、単独で事件事実を認定するための根拠としてはならない。 

 （一）当事者の陳述。 

 （二）民事行為無能力者又は制限民事行為能力者によるその年齢、知力又は精神的健康状況に相応しくな

い証言。 

 （三）一方当事者又はその代理人と利害関係を有する証人が陳述した証言。 

 （四）疑問点のある視聴覚資料、電子データ。 

 （五）原本・原物と照合できない複製物・複製品。 

 第九十一条 公文書書証の作成者が文書の原本に基づいて作成した、内容の一部又は全部が記載された副

本は、正本と同一の証明力を有する。 

 国家機関にファイリングされた文書の複製物、副本、抜粋の内容が原本と一致するとファイリング部門又

は原本作成機関によって証明された場合、当該複製物、副本、抜粋は原本と同一の証明力を有する。 

 第九十二条 私文書書証の真実性についての挙証責任は、私文書書証で事件事実を証明すると主張した当

事者が負担する。 

 私文書書証に作成者又はその代理人が署名、押印又は捺印した場合、真実なものと推定される。 

 私文書書証に削除、訂正、追加又はその他の形式の欠陥がある場合、人民法院は事件の具体的な状況を総

合して、その証明力を判断しなければならない。 

 第九十三条 人民法院は電子データの真実性について、次の各号に掲げる要素を踏まえて総合的に判断し

なければならない。 

 （一）電子データの生成、保存、伝送が依存するコンピュータシステムのハードウェア、ソフトウェア環

境が完全、確実であるか。 

 （二）電子データの生成、保存、伝送が依存するコンピュータシステムのハードウェア、ソフトウェア環

境が正常に動作しているか、又は正常に動作していない場合に電子データの生成、保存、伝送に影響を与え

るか。 
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 （三）電子データの生成、保存、伝送が依存するコンピュータシステムのハードウェア、ソフトウェア環

境がエラー防止のための有効な監視、検証手段を備えるか。 

 （四）電子データが完全に保存、伝送、抽出されているか、保存、伝送、抽出の方法が確実であるか。 

 （五）電子データが正常な往来活動において形成・保存されているか。 

 （六）電子データを保存、伝送、抽出する主体が適切であるか。 

 （七）電子データの完全性と信頼性に影響を与えるその他の要素。 

 人民法院は必要があると認めた場合、鑑定又は検証等の方法で電子データの真実性を審査・判断すること

ができる。 

 第九十四条 電子データに次の各号に掲げる状況がある場合、人民法院はその真実性を確認することがで

きる。但し、反駁するのに足りる反対証拠がある場合を除く。 

 （一）当事者から提出又は保管された自己に不利な電子データ。 

 （二）電子データの記録・保存を行う中立の第三者プラットフォームから提供又は確認されたもの。 

 （三）正常な業務活動において形成されたもの。 

 （四）ファイル管理方式で保管されたもの。 

 （五）当事者の約定した方式で保存、伝送、抽出されたもの。 

 電子データの内容が公証機関によって公証された場合、人民法院はその真実性を確認しなければならない。

但し、それを覆すのに足りる反対証拠がある場合を除く。 

 第九十五条 一方当事者が証拠を管理しているにもかかわらず正当な理由なくその提出を拒否し、かつ要

証事実について挙証責任を負う当事者が、当該証拠の内容が管理者に不利であると主張した場合、人民法院

は当該主張が成立すると認定することができる。 

 第九十六条 人民法院は、証人の証言の認定にあたって、証人の知力、品格、知識、経験、法意識及び専

門的スキル等に対する総合的な分析によって判断することができる。 

 第九十七条 人民法院は、裁判文書において、証拠を採用する又はしない旨の理由を述べなければならな

い。 

 当事者に争議がない証拠について、採用する又はしない旨の理由は、裁判文書に記載しなくてもよい。 

 

六、その他 

 第九十八条 証人、鑑定人、検証人の合法的権益を、法により保護する。 

 当事者又はその他の訴訟参加者は、証拠を偽造、毀滅し、虚偽の証拠を提出し、証人による証言を妨害し、
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他人を指図し、買収し、脅迫して偽証させ、又は証人、鑑定人、検証人に攻撃をかけて報復した場合、『民事

訴訟法』第百十条、第百十一条の規定に従って処分する。 

 第九十九条 本規定において証拠保全に関する規定がない場合、法律、司法解釈の財産保全に関する規定

を準用する。 

 法律、司法解釈に別段の規定がある場合を除き、当事者、鑑定人、専門知識のある者に対する尋問は、本

規定における証人尋問に対する規定を準用する。書証に関する規定は視聴覚資料、電子データに適用される。

電子コンピューター等の電子媒体に記憶される視聴覚資料には、電子データの規定を適用する。 

 第百条 本規定は 2020年 5月 1日より施行される。 

 本規定の公布・施行後に、最高人民法院が以前に公布した、本規定と一致しない司法解釈は適用されなく

なる。 
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最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定66 

2015年1月29日 

（2001 年 6 月 19 日最高人民法院審判委員会第 1180 回会議可決、2013 年 2 月 25 日最高人民法院審判

委員会第 1570 回会議可決「最高人民法院による『最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問

題に関する若干規定』改正の決定」による第一次改正、2015 年 1 月 19 日最高人民法院審判委員会第

1641 回会議可決「最高院民法院による『最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関す

る若干規定』改正の決定」による第二次改正、2015 年 2 月 1 日当該改正施行） 

 

専利紛争案件の正確な審理のため、「中華人民共和国民法通則」（以下「民法通則」という。）、「中華人

民共和国専利法」（以下「専利法」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」等の法律規定に基づき、以下のとおり規定する。 

第 1 条 人民法院は次に掲げる専利紛争案件を受理する。 

1.専利出願権に係る紛争案件 

2.専利権の帰属に係る紛争案件 

3.専利権、専利出願権譲渡契約に係る紛争案件 

4.特許権の侵害に係る紛争案件 

5.他人の専利の詐称に係る紛争案件 

6.特許の出願が公開された後、専利権が与えられる前の使用料に係る紛争案件 

7.職務発明創造の発明者又は考案者の奨励、報酬に係る紛争案件 

8.訴訟前に権利侵害の停止及び財産保全を申し立てる案件 

9.発明者又は考案者の資格に係る紛争案件 

10.専利復審委員会による出願拒絶を維持する復審決定を不服とする案件 

11.専利復審委員会による専利権無効宣告請求の決定を不服とする案件 

12.国務院専利行政部門による強制実施許諾の決定を不服とする案件 

13.国務院専利行政部門による強制実施許諾使用料の裁定を不服とする案件 

14.国務院専利行政部門による行政不服申立の決定を不服とする案件 

 
66出所：2015 年 1 月 29 日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-13244.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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15.専利業務管理部門の行政決定を不服とする案件 

16.その他の専利紛争案件 

第 2 条 専利紛争に係る第一審の案件は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級人民法院及び最

高人民法院の指定する中級人民法院が管轄する。 

第 3 条 当事者が、専利復審委員会により 2001 年 7 月 1 日以降に下された実用新案権、意匠権の取消

請求についての復審決定を不服とし、人民法院に訴訟を提起するとき、人民法院は、これを受理しない。 

第 4 条 当事者が、専利復審委員会により 2001 年 7 月 1 日以降に下された実用新案権、意匠権の出願

拒絶を維持する復審決定、若しくは実用新案権、意匠権の無効宣告請求についての決定を不服とし、人

民法院に訴訟を提起するとき、人民法院は、これを受理しなければならない。 

第 5 条 専利権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の人民法院が管轄する。 

 権利侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売の申し出、販

売、輸入等の行為の実施地、専利方法使用行為の実施地、当該専利方法により直接得られた製品の使用、

販売の申し出、販売、輸入等の行為の実施地、意匠製品の製造、販売の申し出、販売、輸入等の行為の

実施地、他人の専利の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。 

第 6 条 原告が、権利侵害製品の製造者のみに対して訴訟を提起し、販売者を提訴せず、 

権利侵害製品の製造地と販売地とが一致しないとき、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提訴するとき、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（注：原文は「分支機構」）であり、原告が、販売地で権利侵害製品の製造者の

製造、販売行為を提訴するとき、販売地の人民法院が管轄権を有する。 

第 7 条 原告が、1993 年 1 月 1 日以前に提出した専利出願及び当該出願により与えられた方法発明専利

権により提起する権利侵害訴訟は、本規定第 5 条、第 6 条の規定を参照して管轄を確定する。 

人民法院は、上記案件の実体審理において、法に従い、方法発明専利権が製品に及ばないとの規定を適

用する。 

第 8 条 出願日が 2009 年 10 月 1 日以前（当該日は含まない）の実用新案により専利権侵害訴訟を提起

するとき、原告は、国務院専利行政部門が作成した検索報告を提出することができる。出願日が 2009

年 10 月 1 日以降の実用新案又は意匠により専利権侵害訴訟を提起するとき、原告は、国務院専利行政

部門が作成した専利権評価報告を提出することができる。案件審理における必要性に基づいて、人民法

院は、検索報告又は専利権評価報告の提示を原告に要求することができる。原告が正当な理由なく提示

しないとき、人民法院は、訴訟中止の裁定をするか、若しくは生じ得る不利な結果の責任を原告に負担
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させる判決を下すことができる。 

 実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告が訴訟の中止を請求するとき、答弁期間内に原告の権利に対

する無効宣告請求をしなければならない。 

第 9 条 人民法院が受理する実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利

の無効宣告請求をしたとき、人民法院は、訴訟を中止しなければならない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、訴訟を中止しないこともできる。 

（一）原告が提出した検索報告又は専利権評価報告において、実用新案権又は意匠権を無効とする事由

を見出せないとき。 

（二）被告が提供した証拠により、その使用する技術がすでに公知であることを十分に証明していると

き。 

（三）被告が当該専利権の無効宣告請求をするときに提供した証拠又はその根拠とする理由が明らかに

不十分であるとき。 

（四）人民法院が訴訟を中止してはならないと認めるその他の事由。 

第 10 条 人民法院が受理した実用新案権、意匠権侵害案件において、被告が答弁期間満了後に当該権利

の無効宣告請求をするとき、人民法院は、訴訟を中止してはならない。ただし、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 人民法院が受理した特許権侵害紛争案件又は専利復審委員会の審査を経て権利を維持した実

用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告請求をしたとき、人

民法院は、訴訟を中止しないことができる。 

第 12 条 人民法院が訴訟の中止を決定するとき、専利権者又は利害関係者が被告による関連行為の停止

又は権利侵害による損失の継続的拡大を制止するその他の措置を講じることを請求し、かつそれに対す

る担保を提供するとき、人民法院は、関連法規定に適合するとの審査を経て、訴訟を中止する裁定を下

すと同時に、一括して関連裁定を下すことができる。 

第 13 条 人民法院が専利権に対して財産保全措置を行うとき、国務院専利行政部門に執行協力通知書を

送付し、執行協力事項及び専利権の保全期間を明記し、かつそれに人民法院による裁定書を添付しなけ

ればならない。 

専利権の保全期間は、1 回につき 6 ヶ月を超えてはならず、国務院専利行政部門が執行 

協力通知書を受領した日から起算する。さらに引き続いて当該専利権の保全措置を講じる必要があると

き、人民法院は、保全期間満了前に、国務院専利行政部門に対して、保全措置を継続するための執行協
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力通知書を別途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とき、当該専利権に対する財

産保全は、自動的に解除されたものとみなす。 

人民法院は、質権が設定されている専利権に対して財産保全措置を講じることができる。 

質権者の優先弁済権は、保全措置の影響を受けない。専利権者と被許諾者の間で締結された独占実施許

諾契約は、当該専利権に対して人民法院が講じる財産保全措置に影響を及ぼさない。 

人民法院は、既に保全を行った専利権に対して、重複して保全してはならない。 

第 14 条 2001 年 7 月 1 日以前に、所属する単位の物質的、技術的条件を利用して完成させた発明創造

について、当該単位と発明者又は考案者が契約を締結し、専利出願権及び専利権の帰属について約定し

ているときは、その約定に従う。 

第 15 条 人民法院が受理した専利権侵害紛争案件が権利抵触に係るとき、法により先に権利を享有する

当事者の合法的権益を保護しなければならない。 

第 16 条 特許法第 23 条における以前に取得した合法的権利とは、商標権、著作権、企業名称権、肖像

権、知名商品特有の包装又は装飾の使用権等を含む。 

第 17 条 専利法第 59 条第 1 項における「特許権又は実用新案権の保護範囲は、その権利請求の内容を

基準とし、説明書及び図面は、権利請求の内容の解釈に用いることができる」とは、専利権の保護範囲

は、権利請求に記載されたすべての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、それに

は当該技術特徴と互いに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、記載された技術特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機 

能を実現し、基本的に同一の効果をもたらし、かつ権利侵害で訴えられた行為の発生時に、当該領域に

おける通常の技術者が、創造的な労働をすることなく想到できる特徴をいう。 

第 18 条 専利権侵害行為の発生が 2001 年 7 月 1 日以前であるときは、改正前の専利法の規定を適用し

て民事責任を確定する。発生が 2001 年 7 月 1 日以降であるときは、改正後の専利法の規定を適用して

民事責任を確定する。 

第 19 条 他人の専利を詐称したとき、人民法院は、専利法第 63 条の規定に基づいて民事責任を確定す

ることができる。専利業務管理部門が行政処罰を科さなかったとき、人民法院は、民法通則第 134 条第

2 項の規定に基づいて民事制裁を科することができる。民事罰金を適用するとき、その金額は、専利法

第 63 条の規定を参照して確定することができる。 

第 20 条 専利法第 65 条に規定される権利者が権利侵害によって被った実際の損失は、 

権利侵害によって、専利権者による専利製品の販売量が減少した総数に、専利製品の単位ごとの合理的
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利益を乗じて得た額に基づいて計算することができる。専利権者による販売量が減少した総数確定が困

難であるときは、権利侵害製品の市場販売総数に、専利製品の単位ごとの合理的利益を乗じて得た額に

ついて、権利者が権利侵害によって被った実際の損失とみなすことができる。 

特許法第 65 条に規定された侵害者が侵害によって獲得した利益は、当該侵害製品の市場上での販売の

総数に、侵害製品ごとの合理的利益を乗じて得た額に基づいて計算することができる。侵害者が権利侵

害によって獲得した利益は一般的に権利侵害者の営業利益に基づき計算し、完全に権利侵害を業とする

侵害者については、販売利益に基づき計算することができる。 

第 21 条 権利者の損失又は権利侵害者が獲得した利益は確定しにくく、特許許諾使用料が参照できる

場合、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質と情状、特許許諾の性質、範囲、時間などの要素に基

づいて、当該特許許諾使用料の倍数を参照して合理的に賠償額を決定することができる。参照用の専利

許諾使用料がなく又は専利許諾使用料が明らかに不合理である場合、人民法院は、特許権の種類、侵害

行為の性質及び情状等の要素に基づき、特許法第 65 条第 2 項の規定に従って賠償額を確定することが

できる。 

第 22 条 権利者が権利侵害行為を制止するために合理的な支出を支払うと主張する場合、人民法院は

特許法第 65 条で確定した賠償額以外に別途計算することができる。 

第 23 条 特許権侵害の訴訟時効は二年となり、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知っている

か又は知るべき日から計算する。権利者が二年を経て起訴した場合、侵害行為が起訴時に引き続き継続

している場合、当該特許権の有効期間内に、人民法院は被告が権利侵害行為を停止するという判決を下

さなければならず、侵害損害賠償額は権利者が人民法院に提訴する日から 2 年前に計算しなければなら

ない。。 

第 24 条 特許法第 11 条、第 69 条にいう販売の申し出とは、広告をしたり、ショーウインドーに陳列

したり、展示即売会に出品したりして商品を販売するという意味表示である。 

第 25 条 人民法院が受理した専利権侵害紛争事件は、すでに特許業務を管理している部門が侵害又は

不侵害認定をした場合、人民法院は依然として当事者の訴訟請求について全面的に審査しなければなら

ない。 

第 26 条 以前の関連司法解釈が本規定と一致しない場合は、本規定に準ずる。 
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専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈67 

 

（2009 年 12 月 21 日、最高人民法院審判委員会第 1480 次会議で採択） 中華人民共和国最高人民法

院公告「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関す

る解釈」が、2009 年 12 月 21 日に最高人民法院審判委員会第 1480 次会議で採決された。ここにて公

布し、2010 年 1 月 1 日から施行する。 

2009 年 12 月 28 日 

 

 専利権侵害をめぐる紛争案件の正確な審理のため、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国民事

訴訟法」など関連する法律に基づき、実際の審判状況と結び付けたうえで、本解釈を制定する。 

第 1 条 人民法院は、権利者が主張する請求項を基に、専利法 59 条 1 項の規定に従って専利権の保護

範囲を確定するものとする。権利者が、第一審の法廷弁論の終結前にその主張する請求項を変更する

場合には、人民法院はこれを承認するものとする。 

権利者が、従属請求項により専利権の保護範囲の確定を主張した場合には、人民法院は当該従属請求

項に記載された付加的な技術的特徴及びその引用した請求項に記載された技術的特徴に基づいて専利

権の保護範囲を確定するものとする。 

第２条 人民法院は、請求項の記載に基づき、明細書及び図面を読み終えた当該分野の一般的な技術者

が持っている請求項に対する理解と結び付けた上で、専利法５９条１項に定めた請求項の内容を確定

するものとする。 

第３条 人民法院は明細書や図面、特許請求の範囲における該当の請求項及び専利審査書類を用いて請

求項を解釈することができる。明細書において請求項の用語について特別に定義されている場合に

は、その特別定義に従う。 

請求項の意味は、上述した方法を用いても明確にならない場合、参考書や教科書などの公知文献、及

び当該分野の一般的な技術者が持っている一般的な理解と結び付けて解釈することができる。 

第４条 請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及

び図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付

 
67出所：2010年 1月 29日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-1.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 



 

494 

 

けた上で、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 明細書若しくは図面のみにおいて記述され、請求項においては記載されていない技術方案につ

いて、専利権侵害をめぐる紛争案件の際に権利者がそれを専利権の保護範囲に取り入れる場合、人民

法院はこれを支持しない。 

第６条 専利権の付与、若しくは無効宣告手続において、専利出願人や専利権者が請求項や明細書の修

正、若しくは意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が専利権侵害をめぐる紛争案件で改めて

専利権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持しない。 

第７条 権利侵害で訴えられた技術方案が専利権の保護範囲に入っているかを判断する際に、人民法院

は権利者が主張した請求項に記載された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方案に、請求項に記載された全ての技術的特徴と同一或いは同等なものが

含まれている場合、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていると認定しなければならない。請

求項に記載された全ての技術的特徴と比べて、権利侵害で訴えられた技術方案の技術的特徴に、請求

項に記載された技術的特徴が１つ以上不足している、或いは同一でもなく、同等でもない技術的特徴

が１つ以上ある場合には、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていないと認定しなければなら

ない。 

第８条 登録意匠に係わる物品の種類と同一又は類似する物品において、登録意匠と同一又は類似する

意匠を用いた場合、人民法院は権利侵害で訴えられた設計が、専利法５９条２項に定めた意匠権の保

護範囲に入っていると認定しなければならない。 

第９条 人民法院は意匠に係わる物品の用途を基に、物品の種類の同一又は類似を認定しなければなら

ない。物品の用途確定にあたって、意匠の簡単な説明、意匠の国際分類表、物品の機能、及び物品の

販売や実際の利用状況などの要素を参酌することができる。 

第１０条 人民法院は、登録意匠に係わる物品の一般消費者の知識水準と認知能力を以って、意匠の同

一又は類似の判断を行わなければならない。 

第１１条 意匠の同一又は類似の認定にあたって、人民法院は、登録意匠、権利侵害で訴えられた設計

の設計特徴に基づき、意匠全体の視覚効果を以って総合的に判断しなければならない。主に技術的な

機能で決まるような設計特徴、及び全体の視覚効果に影響を与えないような物品の材料や、内部構造

などの特徴は考慮しない。 

次のような状況は通常、意匠全体の視覚効果に対してより大きな影響を与える。 

 (一) 他の部分に対して、物品の正常使用時に容易に直接観察できる部分 
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 (二) 登録意匠におけるその他の設計特徴に対して、登録意匠の既存設計と区別される設計特徴 

権利侵害で訴えられた設計と登録意匠とが、全体の視覚効果において相違のない場合、人民法院は二

者の同一を認定し、全体の視覚効果において実質的な相違のない場合、二者の類似を認定しなければ

ならない。 

第１２条 発明又は実用新案専利権を侵害した製品を部品として別の製品を製造する場合、人民法院は

これが専利法１１条に定めた使用行為に該当すると認定しなければならない。当該別の製品を販売し

た場合、人民法院はこれが専利法１１条に定めた販売行為に該当すると認定しなければならない。 

意匠権を侵害した製品を部品として別の製品を製造し販売する場合、人民法院はこれが専利法１１条

に定めた販売行為に該当すると認定しなければならない。ただし、意匠権を侵害した製品が当該別の

製品において技術的な機能だけを持っている場合は除外される。 

前記２項に定めた状況において、権利侵害で訴えられた者の間で分担・協力関係のある場合には、人

民法院はこれを共同侵害と認定しなければならない。 

第１３条 専利方法を用いて得られた原始的な製品について、人民法院は、専利法１１条に定めた、専

利方法により直接に得られた製品であると認定しなければならない。 

上述した原始的な製品をさらに加工・処理した上で後続製品を獲得するような行為について、人民法

院は、専利法１１条に定めた、専利方法を用いて直接に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 専利権の保護範囲に入っていると訴えられた全ての技術的特徴が、ある既存技術方案におけ

る相応した技術的特徴と同一、或いは実質的な相違がない場合、人民法院は、権利侵害で訴えられた

者が実施した技術が、専利法６２条に定めた既存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設計がある既存設計と同一する、若しくは実質的な相違がない場合、人民法院

は、権利侵害で訴えられた者が実施した設計は、専利法６２条に定めた既存設計に該当すると認定し

なければならない。 

第１５条 権利侵害で訴えられた者が不法獲得した技術若しくは設計をもって、先使用権を主張し抗弁

する場合、人民法院はこれを支持しない。 

次のような状況のいずれか一つがある場合、人民法院は、専利法６９条(２)号に定めた、既に製造と使

用の必要準備を整えていると認定しなければならない。 

(１)発明創造の実施に必要とされる主な技術的図面若しくは工程書類が完成されている(２)発明創造の

実施に必要とされる主な設備若しくは原材料の製造又は購入が実施されている。 
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専利法６９条(２)号に定めた元の範囲は、専利出願日以前にあった生産規模、及び既存の生産設備を利

用し、若しくは既存の生産準備状況により達成できるような生産規模が含まれる。 

専利出願日以降に、先使用権者が既に実施している若しくは実施の必要準備を済ませている技術又は

設計を譲渡する、又は実施を許諾する場合において、当該実施行為が元の範囲内での継続実施である

という権利侵害で訴えられた者の主張を、人民法院は支持しない。ただし、当該技術或いは設計が従

来の企業とともに譲渡若しくは継承される場合は除外される。 

第１６条 人民法院が専利法第６５条１項に基づいて、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益を

確定する場合、権利侵害者の専利権侵害行為によって取得した利益に限るものとする。他の権利によ

り生じた利益は、合理的に差し引かなければならない。 

発明や実用新案専利権を侵害する製品が別の製品の部品である場合、人民法院は、当該部品自体の価

額、及び完成品の利益実現における役割などの要素により賠償額を合理的に確定しなければならな

い。 

意匠権を侵害する製品が包装物である場合、人民法院は、包装物自体の価額、及び被包装製品の利益

実現における役割などの要素により賠償額を合理的に確定しなければならない。 

第１７条 製品若しくは製品の製造に関する技術方案が、専利出願日日以前から国内外で公衆に知られ

ている場合、人民法院は、当該製品が専利法６１条１項に定めた新製品に該当しないと認定しなけれ

ばならない。 

第１８条 権利者が他者に対して専利権侵害の警告を発信しながら、被警告人若しくは利害関係者が書

面で権利者に訴権の行使を催告したにも拘わらず、権利者は当該書面催告の受領日から１ヶ月以内、

又は書面催告の発信日から 2 ヶ月以内に、警告の撤回をせず、訴訟も提起しなかったため、被警告人

若しくは利害関係者がその行為について専利権非侵害確認請求訴訟を提起する場合には、人民法院は

これを受理しなければならない。 

第１９条 専利権侵害で訴えられた行為が 2009 年 10 月 1 日以前に発生した場合、人民法院は改正前

の専利法を適用する。2009 年 10 月 1 日以降に発生した場合、人民法院は改正後の専利法を適用す

る。 

専利権侵害で訴えられた行為が 2009 年 10 月 1 日以前に発生し、かつ 2009 年 10 月 1 日以降にも継続

しており、改正前および改正後いずれの専利法に基づいても権利侵害者が賠償責任を負うものについ

ては、人民法院は改正後の専利法を適用して賠償額を確定する。 

第２０条 これまでに当法院の公布した関連する司法解釈が本解釈と一致しない場合は、本解釈に準じ
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る。 

 

最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定68 

 

（2001年 6月 19日最高人民法院審判委員会第 1180 回会議にて可決、2013年 2月 25日最高人民法院審判

委員会第 1570回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院 専利紛争案件の審理における法律適用

の問題に関する若干の規定』の改正に関する決定」による第 1 回改正、2015 年 1 月 19 日最高人民法院審判

委員会第 1641回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院 専利紛争案件の審理における法律適用

の問題に関する若干の規定』の改正に関する決定」による第 2回改正、2020年 12月 23日最高人民法院審判

委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院 専利権侵害紛争案件の審理における法

律応用の若干問題に関する解釈（二）』等 18 件の知的財産権関連司法解釈に関する決定」による第 3 回改

正） 

専利紛争案件を正しく審理するために、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国専利法」、「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」等法律の規定に基づき、次のとおり規定する。 

 

第一条 人民法院は次に掲げる専利紛争案件を受理する。 

1．専利出願権の帰属に係る紛争案件 

2．専利権の帰属に係る紛争案件 

3．専利契約に係る紛争案件 

4．専利権の侵害に係る紛争案件 

5．他人の専利の詐称に係る紛争案件 

6．特許臨時保護期間の実施料に係る紛争案件 

7．職務発明創造の発明者、考案者の奨励、報酬に係る紛争案件 

8．訴訟前の行為保全申立てに係る紛争案件 

9．訴訟前の財産保全申立てに係る紛争案件 

10．行為保全の申立てによる損害責任に係る紛争案件 

 
68 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力してお

りますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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11．財産保全の申立てによる損害責任に係る紛争案件 

12．発明創造の発明者、考案者の署名権に係る紛争案件 

13．専利権非侵害の確認に係る紛争案件 

14．専利権無効決定後の返還費用に係る紛争案件 

15．悪意の専利権訴訟提起による損害責任に係る紛争案件 

16．標準必須専利の実施料に係る紛争案件 

17．国務院専利行政部門による出願拒絶査定維持の不服審判決定を不服とする案件 

18．国務院専利行政部門による専利権無効審判請求の決定を不服とする案件 

19．国務院専利行政部門による強制実施許諾の決定を不服とする案件 

20．国務院専利行政部門による強制実施許諾の実施料の裁定を不服とする案件 

21．国務院専利行政部門による行政不服審査の決定を不服とする案件 

22．国務院専利行政部門が下すその他行政決定を不服とする案件 

23．専利業務管理部門による行政決定を不服とする案件 

24．専利権の保護範囲への該当有無の確認に係る紛争案件 

25．その他の専利紛争案件 

第二条 専利権侵害行為により提起される訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。 

権利侵害行為地には、専利権、実用新案権侵害の被疑製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行

為の実施地、専利に係る方法の使用行為の実施地、当該専利に係る方法により直接取得した製品の使用、販

売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、登録意匠製品の製造、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、

他人の専利の詐称行為の実施地、上述の権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地を含む。 

第三条 原告が侵害製品の製造者のみに対して訴訟を提起し、販売者を提訴せず、侵害製品の製造地と販売

地が一致しない場合は、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提訴する場

合は、販売地の人民法院が管轄権を有する。 

販売者が製造者の子会社・支店であり、原告が販売地で侵害製品製造者の製造、販売行為を提訴する場合

は、販売地の人民法院が管轄権を有する。 

第四条 出願日が 2009 年 10 月 1 日より前（当該日は含まない）の登録実用新案に対して専利権侵害訴訟

を提起するにあたり、原告は国務院専利行政部門が作成した検索報告書を提出することができる。出願日が

2009 年 10 月 1 日以降の登録実用新案又は登録意匠に対して専利権侵害訴訟を提起するにあたり、原告は国

務院専利行政部門が作成した専利権評価報告書を提出することができる。案件審理の必要に応じて、人民法
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院は原告に検索報告書又は専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。原告が正当な理由なく

提出しない場合、人民法院は訴訟中止の裁定を下し、又は生じ得る不利な結果の責任を原告に負担させる判

決を下すことができる。 

実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告は、訴訟の中止を請求する場合には、答弁期間内に原告の専利権

に対し無効審判を請求しなければならない。 

第五条 人民法院が受理する実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該専利権の

無効審判を請求する場合には、人民法院は訴訟を中止しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、訴訟を中止しないことができる。 

（一）原告が提出した検索報告書又は専利権評価報告書において、実用新案権又は意匠権を無効とする事

由を見出せないとき 

（二）被告が提供した証拠が、その使用する技術がすでに公知であることを証明するに足るとき 

（三）被告が当該専利権の無効審判を請求するにあたって提供した証拠又は根拠とする理由が明らかに不

十分であるとき 

（四）人民法院が訴訟を中止してはならないと考えるその他の事由 

第六条 人民法院が受理した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間満了後に当該専利

の無効宣告を請求する場合には、人民法院は訴訟を中止してはならない。ただし、審査を経て訴訟を中止す

る必要があると考える場合は、この限りでない。 

第七条 人民法院が受理した専利権侵害紛争案件又は国務院専利行政部門の審理を経て専利権が維持され

た実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該専利権の無効審判を請求する場合、

人民法院は訴訟を中止しないことができる。 

第八条 人民法院が訴訟の中止を決定し、専利権者又は利害関係者が、被告に対して関連行為の差止め又は

権利侵害による損失の継続的拡大を制止するその他の措置の実施を命じるよう請求し、かつ担保を提供し、

人民法院が審査を経て関連法の規定に適合すると判断する場合は、訴訟を中止する裁定を下し、併せて関連

裁定を下すことができる。 

第九条 人民法院は専利権に対して財産保全を行うにあたり、国務院専利行政部門に執行協力通知書を送

付し、執行協力を求める事項及び専利権の保全期間を明記し、かつ人民法院が作成した裁定書を添付しなけ

ればならない。 

専利権の保全期間は、1 回につき 6 か月を超えてはならず、国務院専利行政部門が執行協力通知書を受領

した日から起算する。さらに引き続き当該専利権に対して保全措置を講じる必要がある場合には、人民法院
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は、保全期間満了前に国務院専利行政部門に対して、保全の継続に関する執行協力通知書を別途送達しなけ

ればならない。保全期間満了前に送達されない場合には、当該専利権に対する財産保全は自動解除されたも

のとみなす。 

人民法院は、質権が設定されている専利権に対して財産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。専利権者と被許諾者の間ですでに締結された専用実施権許諾契約は、人民

法院が当該専利権に対して行う財産保全に影響しない。 

人民法院は、すでに保全を行った専利権に対して重複して保全してはならない。 

第十条 2001年 7月 1日以前に所属組織の物的技術的条件を利用して完成した発明創造について、組織と

発明者又は考案者が契約を締結し、専利出願の権利及び専利権の帰属について取決めをしている場合は、そ

の取決めに従う。 

第十一条 人民法院が受理した専利権侵害紛争案件が権利抵触に係る場合は、先に法により権利を享有す

る当事者の合法的な権益を保護しなければならない。 

第十二条 専利法第二十三条第三項でいう合法的権利には、作品、商標、地理的表示、氏名、企業名称、肖

像、及び一定の影響のある商品名称、包装、装飾等について享有する合法的権利又は権益をいう。 

第十三条 専利法第五十九条第一項でいう「発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その権利要求の内容

を基準とし、明細書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。」とは、専利権の保護範囲が、

請求項に記載の全部の技術的特徴により確定される範囲を基準とし、当該技術的特徴と同等な特徴により確

定される範囲も含まなければならないことをいう。 

同等な特徴とは、記載の技術的特徴と基本的に同一の手段をもって、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、かつ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ることなく想到できる特徴

をいう。 

第十四条 専利法第六十五条に定める、権利者が侵害行為によって受けた実際の損失は、専利権者の専利に

係る製品について権利侵害により販売量が減少した総数に、専利に係る製品の単位当たりの合理的利益を乗

じた積に基づいて計算することができる。専利権者が販売量の減少総数を確定することが困難である場合は、

侵害製品が市場で販売された総数に専利に係る製品の単位当たりの合理的利益を乗じた積を、権利者が権利

侵害により被った実質的損失とみなすことができる。 

専利法第六十五条に定める、侵害者が権利侵害によって得た利益は、当該侵害製品が市場で販売された総

数に侵害製品の単位当たりの合理的利益を乗じた積に基づいて計算することができる。侵害者が権利侵害に

より得た利益は、一般に侵害者の営業利益に照らして計算し、完全に権利侵害を業とする侵害者については、
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販売利益に照らして計算することができる。 

第十五条 権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難で、参照できる専利実施料がある場

合には、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状、専利許諾の性質、範囲、時間等の要素に

基づき、当該専利実施料の倍数を参照して、合理的に賠償額を決定することができる。参照できる専利実施

料がない場合、又は専利実施料が明らかに合理的でない場合には、人民法院は、専利権の種類、権利侵害行

為の性質及び情状等の要素に基づき、専利法第六十五条第二項の規定に従って賠償額を決定することができ

る。 

第十六条 権利者が権利侵害行為を差し止めるために支払った合理的支出であると主張する場合には、人

民法院は専利法第六十五条で決定する賠償額以外に別途計算することができる。 

第十七条 専利権侵害の訴訟時効は 3 年とし、専利権者又は利害関係者が権利の被害及び義務者を知った

又は知るべきであった日から起算する。権利者が 3年を過ぎてから提訴する場合において、権利侵害行為が

提訴時も依然として継続しており、当該専利権が有効期間内にあるときは、人民法院は被告の権利侵害行為

を差し止める判決を下さなければならず、権利侵害に対する損害賠償額は、権利者が人民法院に提訴した日

から 3年間遡って推算しなければならない。 

第十八条 専利法第十一条、第六十九条でいう販売の申出とは、広告、店舗のショーウィンドウにおける陳

列又は展示会における出展等の方式を通じて商品販売の意思表示をすることをいう。 

第十九条 人民法院が受理した専利権侵害紛争案件が、すでに専利業務管理部門により権利侵害又は権利

非侵害と認定されている場合においても、人民法院は依然として当事者の訴訟請求に対して全面的な審査を

行わなければならない。 

第二十条 以前の関連司法解釈と本規定が一致しない場合は、本規定に準ずることとする。 
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最高人民法院による商標案件の審理における関連管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈69 

 

（2001年 12月 25日最高人民法院審判委員会第 1203 回会議にて可決、2020年 12月 23日最高人民法院審

判委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院における専利権侵害紛争案件の審理

における法律応用の若干問題に関する解釈（二）』等の 18件の知的財産権関連司法解釈の改正に関する決

定」による改正） 

「全国人民代表大会常務委員会 『中華人民共和国商標法』の改正に関する決定」（以下、「商標法改正

決定」という。）は第 9回全国人民代表大会常務委員会第 24回会議にて可決され、2001年 12月 1日より

施行する。商標案件を正しく審理するために、「中華人民共和国商標法」（以下、「商標法」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」（以下、「行政訴訟法」という。）の規

定に基づき、ここに人民法院による商標案件審理に関する管轄及び法律適用範囲等の問題について、次のと

おり解釈する。 

 

第一条 人民法院は次の商標案件を受理する。 

1．国家知識産権局が下す不服審判の決定又は裁定を不服とする案件 

2．国家知識産権局による商標に関するその他の行政行為を不服とする案件 

3．商標権の帰属に係る紛争案件 

4．商標権の侵害に係る紛争案件 

5．商標権非侵害の確認に係る紛争案件 

6．商標権譲渡契約に係る紛争案件 

7．商標使用許諾契約に係る紛争案件 

8．商標代理契約に係る紛争案件 

9．訴訟前の商標権侵害差止めを申し立てる案件 

10．商標権侵害差止め申立てによる損害責任に係る案件 

11．訴訟前財産保全の申立ての案件 

12．訴訟前証拠保全の申立ての案件 

 
69 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力してお

りますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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13．その他の商標案件 

第二条 本解釈第一条に挙げた第一号の一審案件は、北京市高級人民法院が最高人民法院の授権に基づ

き、その管轄区内の関連する中級人民法院による管轄を確定する。 

本解釈第一条に挙げた第二号の第一審案件は、行政訴訟法の関連規定に基づいて管轄を確定する。 

商標民事紛争の第一審案件は、中級以上の人民法院が管轄する。 

各高級人民法院は自管轄区の実際の状況に基づき、最高人民法院による承認を経て、比較的大都市で 1～

2 か所の基層人民法院が第一審商標民事紛争案件を受理すると確定することができる。 

第三条 商標登録者又は利害関係者が国家知識産権局に商標権侵害行為について処理を請求し、また人民

法院に商標権侵害訴訟を提起して損害賠償を請求する場合には、人民法院はこれを受理しなければならな

い。 

第四条 国家知識産権局が商標法改正決定の施行前に受理した案件について、当該決定の施行後に不服審

判の決定又は裁定を下し、当事者が不服審判の決定又は裁定を不服として人民法院に提訴する場合には、人

民法院はこれを受理しなければならない。 

第五条 本解釈に別段の規定がある場合を除き、商標法改正決定の施行前に発生し、改正後の商標法第四

条、第五条、第八条、第九条第一項、第十条第一項第（二）、（三）、（四）号、第十条第二項、第十一

条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条に挙げた状況に該当

し、国家知識産権局が商標法改正決定の施行後に不服審判の決定又は裁定を下し、当事者が不服として人民

法院に提訴する行政案件には、改正後の商標法の相応の規定を適用して審査する。その他の状況に該当する

場合は、改正前の商標法の相応の規定を適用して審査する。 

第六条 当事者が商標法改正決定の施行時にすでに満 1年であった登録商標について争議を発生させ、国

家知識産権局が下す裁定を不服として人民法院に提訴する場合は、改正前の商標法第二十七条第二項に定め

る申立ての期間を適用して処理する。商標法改正決定の施行時に商標登録が 1 年に満たない場合は、改正後

の商標法第四十一条第二項、第三項に定める申立ての期間を適用して処理する。 

第七条 商標法改正決定の施行前に発生した商標権侵害行為について、商標登録者又は利害関係者が当該

決定の施行後、訴訟前に人民法院に権利侵害行為差止め命令又は証拠保全の措置を講じるよう申し立てる場

合は、改正後の商標法第五十七条、第五十八条の規定を適用する。 

第八条 商標法改正決定の施行前に発生した商標権侵害行為を提訴する案件について、人民法院が当該決

定の施行後もなお発効判決を下していない場合は、改正後の商標法第五十六条の規定を参照して処理する。 
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第九条 本解釈に別段の規定がある場合を除き、商標法改正決定の施行後に人民法院が受理する商標民事

紛争案件が、当該決定の施行前に発生した民事行為に係る場合、改正前の商標法の規定を適用する。当該決

定の施行後に発生した民事行為に係る場合、改正後の商標法の規定を適用する。当該決定の施行前に発生

し、当該決定の施行後も継続する民事行為に係る場合、改正前、改正後の商標法の規定を分けて適用する。 

第十条 人民法院が受理する商標権侵害紛争案件が、すでに行政管理部門により処理されている場合にお

いても、人民法院は依然として当事者の民事争議の事実について審査しなければならない。 
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最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈70 

 

（2002年 10月 12日最高人民法院審判委員会第 1246 回会議にて可決、2020年 12月 23日最高人民法院審判

委員会第 1823回会議にて可決され「最高人民法院『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理におけ

る法律応用の若干問題に関する解釈（二）』等の 18 件の知的財産権関連司法解釈の改正に関する決定」に

よる改正） 

商標紛争案件を正しく審理するために、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国商標法」、「中華

人民共和国民事訴訟法」等法律の規定に基づき、法律適用の若干の問題について次のとおり解釈する。 

 

第一条 次の各号に掲げる行為は、商標法第五十七条第一項第（七）号に定める、他人の登録商標専用権

にその他の損害を与える行為に該当する。 

（一）他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業の屋号として同一又は類似の商品に強調して使用し、

容易に関連する公衆に誤認を生じさせるもの 

（二）他人が登録した馳名商標又はその要部を複製、模倣、翻訳して同一でない又は類似でない商品に商

標として使用し、公衆を誤った方向に導くことにより、当該馳名商標登録者の利益が損なわれる可能性があ

るもの 

（三）他人の登録商標と同一又は類似の文字をドメイン名として登録し、かつ当該ドメイン名を通じて関

連商品取引の電子商取引を行い、容易に関連する公衆に誤認を生じさせるもの 

第二条 商標法第十三条第二項の規定に基づき、他人が中国で登録していない馳名商標又はその要部を複

製、模倣、翻訳し、同一又は類似の商品で商標として使用し、容易に混同を招く場合は、侵害停止の民事上

の責任を負わなければならない。 

第三条 商標法第四十三条に定める商標使用許諾には、次の各号に掲げる 3種類を含む。 

（一）専用使用権許諾とは、商標登録者が取決めた期間・地域において、取決めの方式をもって、当該登

録商標の使用を 1人の被許諾者のみに許諾し、商標登録者は取決めにより当該登録商標を使用してはならな

いことをいう。 

 
70 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力してお

りますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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（二）独占的通常使用権許諾とは、商標登録者が取決めた期間・地域において、取決めの方式をもって、

当該登録商標の使用を 1人の被許諾者のみに許諾し、商標登録者は取決めにより当該登録商標を使用できる

が、別途他人に当該商標の使用を許諾してはならないことをいう。 

（三）通常使用権許諾とは、商標登録者が取決めた期間・地域において、及び取決めの方式をもって、他

人にその登録商標の使用を許諾し、かつ当該登録商標の自己使用及び他人へのその登録商標の使用許諾がで

きることをいう。 

第四条 商標法第六十条第一項に定める利害関係者には、登録商標使用許諾契約の被許諾者、登録商標財

産権利の合法的相続人等を含む。 

商標権の侵害発生時、独占的使用許諾契約の被許諾者は人民法院に訴訟を提起することができる。排他的

使用許諾契約の被許諾者は商標登録者と共同で提訴することができ、商標登録者が提訴しない状況下では、

自ら訴訟を提起することもできる。通常使用許諾契約の被許諾者は商標権者による明確な授権を経て、訴訟

を提起することができる。 

第五条 商標登録者又は利害関係者が登録商標更新の猶予期間内に更新を申請し、承認を受ける前に、他

人によるその商標権の侵害をもって訴訟を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。 

第六条 商標権の侵害行為により提起する民事訴訟は、商標法第十三条、第五十七条に定める権利侵害行

為の実施地、侵害商品の貯蔵地又は差押・押収地、被告住所地の人民法院が管轄する。 

前項に定める侵害商品の貯蔵地とは、大量又は経常的に侵害商品を貯蔵、隠匿する所在地をいう。差押・

押収地とは、税関等の行政機関が法により侵害商品を差し押さえ、押収する所在地をいう。 

第七条 異なる権利侵害行為実施地に係る複数の被告に対して提起する共同訴訟について、原告はそのう

ち 1人の被告の権利侵害行為実施地の人民法院を管轄法院として選択することができる。そのうち 1人の被

告のみに対して提起する訴訟については、当該被告の権利侵害行為実施地の人民法院が管轄権を有する。 

第八条 商標法において関連する公衆とは、商標に表記されたある種の商品又は役務に関連する消費者及

び前述の商品又は役務の営業販売と密接な関係を有するその他の事業者をいう。 

第九条 商標法第五十七条第一号、第二号に定める商標の同一とは、被疑侵害商標と原告の登録商標を比

較し、二者に基本的に視覚的差異がないことをいう。 

商標法第五十七条第二号に定める商標の類似とは、被疑侵害商標と原告の登録商標を比較し、その文字の

字形、発音、意味又は図形の構造及び色彩、又はその各要素を組み合わせた後の全体構造が類似であり、又

はその立体形状、色彩の組合せが類似であり、容易に関連する公衆に商品の出所の誤認を生じさせ、又はそ

の出所と原告の登録商標の商品に特定の関係があると認識させることをいう。 
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第十条 人民法院は商標法第五十七条第一号、第二号の規定に基づき、商標の同一又は類似の認定を次の

各号に掲げる原則に照らして行う。 

（一）関連する公衆の一般的な注意力を基準とする 

（二）商標の全体を比較しなければならず、また商標の要部も比較しなければならず、比較は比較対象を

隔離した状態で個別に行わなければならない 

（三）商標が類似か否かの判断は、保護を請求する登録商標の識別性及び知名度を考慮しなければならな

い 

第十一条 商標法第五十七条第二号に定める類似の商品とは、機能、用途、生産部門、販売経路、消費対

象等の面で同一であり、又は関連する公衆により特定の関係があると一般に認識され、容易に混同を招く商

品をいう。 

類似の役務とは、役務の目的、内容、方式、対象等の面で同一であり、又は関連する公衆により特定の関

係があると一般に考えられ、容易に混同を招く役務をいう。 

商品と役務の類似とは、商品と役務との間に特定の関係が存し、容易に関連する公衆に混同を生じさせる

ことをいう。 

第十二条 人民法院は商標法第五十七条第二号の規定に基づき、商品又は役務が類似か否かを認定するに

あたり、関連する公衆の商品又は役務に対する一般的認識をもって総合的に判断しなければならない。「商

標登録に用いる商品及び役務の国際分類表」、「類似商品及び役務区分表」は、類似の商品又は役務の判断

の参考とすることができる。 

第十三条 人民法院は、商標法第六十三条第一項の規定に基づき侵害者の賠償責任を確定するとき、権利

者が選択する計算方法に基づき賠償額を計算することができる。 

第十四条 商標法第六十三条第一項に定める、侵害により得た利益は、侵害商品の販売量に当該商品の単

位当たりの利益を乗じた積に基づき計算することができる。当該商品の単位当たりの利益を明らかにできな

い場合は、登録商標商品の単位当たりの利益に照らして計算する。 

第十五条 商標法第六十三条第一項に定める、侵害により受けた損失は、権利侵害により生じた権利者の

商品の販売減少量又は侵害商品の販売量に当該登録商標商品の単位当たりの利益を乗じた積に基づき計算す

ることができる。 

第十六条 権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、商標使用料を確定する

ことがいずれも困難である場合には、人民法院は当事者の請求に基づき、又は職権により商標法第六十三条

第三項の規定を適用して賠償額を決定することができる。 
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人民法院は商標法第六十三条第三項の規定を適用して賠償額を決定するとき、権利侵害行為の性質、期

間、結果、侵害者の主観的な過失の程度、商標の名誉及び権利侵害行為を制止するための合理的支出等の要

素を考慮して総合的に決定しなければならない。 

当事者が本条第一項の規定に照らして賠償額について合意に達する場合は、これを許可しなければならな

い。 

第十七条 商標法第六十三条第一項に定める、侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出には、権

利者又は委託代理人が権利侵害行為に対して行う調査、証拠取得の合理的費用を含む。 

人民法院は当事者の訴訟請求及び案件の具体的情況に基づき、国の関係部門の規定に適合する弁護士費用

を賠償範囲に算入することができる。 

第十八条 商標権侵害の訴訟時効は 3年とし、商標登録者又は利害権利者が権利の被害及び義務者を知り

又は知るべきであった日から起算する。商標登録者又は利害権利者が 3年を過ぎてから提訴する場合におい

て、権利侵害行為が依然として継続し、当該商標権が有効期間内にあるときは、人民法院は被告の権利侵害

行為を差し止める判決を下さなければならず、権利侵害に対する損害賠償額は、権利者が人民法院に提訴し

た日から 3年間遡って推算しなければならない。 

第十九条 商標使用許諾契約の届け出をしていない場合は、当該許諾契約の効力を妨げない。ただし、当

事者に別段の取決めがある場合は、この限りでない。 

第二十条 登録商標の譲渡は、譲渡前にすでに発効した商標使用許諾契約の効力を妨げない。ただし、商

標使用許諾契約に別段の取決めがある場合は、この限りでない。 

第二十一条 人民法院は商標権紛争案件の審理において、民法典第百七十九条、商標法第六十条の規定及

び案件の具体的情況に基づき、侵害者に侵害停止、妨害排除、危険除去、損失賠償、影響除去等の民事責任

を負わせる判決を下すことができ、さらに罰金を科し、侵害商品、偽造した商標標章及び侵害商品の生産に

主に使用した材料、器具、設備等の財物を没収する民事制裁の決定を下すことができる。罰金額は商標法第

六十条第二項の関連規定を参照して決定することができる。 

行政管理部門が同一の商標権侵害行為に対してすでに行政処分を科している場合には、人民法院は新たに

民事制裁を加えない。 

第二十二条 人民法院は商標紛争案件の審理において、当事者の請求及び案件の具体的情況に基づき、係

る登録商標が馳名であるか否かを法により認定することができる。 

馳名商標の認定は、商標法第十四条の規定に基づき行わなければならない。 
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当事者がかつて行政主管機関又は人民法院が認定した馳名商標に対して保護を請求する場合において、相

手方当事者が係る商標が馳名であることに異議を申し立てないときには、人民法院は新たに審査しない。異

議を申し立てた場合には、人民法院は商標法第十四条の規定に基づき審査する。 

第二十三条 本解釈の商品商標に関連する規定は、役務商標に適用する。 

第二十四条 以前の関連規定と本解釈が一致しない場合は、本解釈に準ずることとする。 
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最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題 

に関する解釈71 

 

（2009 年 4 月 22 日最高人民法院審判委員会第 1467 回会議にて可決、2020 年 12 月 23 日最高人民法院審

判委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理にお

ける法律応用の若干問題に関する解釈（二）』等 18件の知的財産権系司法解釈の改正に関する決定」による

改正） 

商標権侵害等の民事紛争案件の審理において法により馳名商標を保護するために、「中華人民共和国商標

法」、「中華人民共和国反不正競争法」、「中華人民共和国民事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、裁

判の実情を踏まえ、本解釈を制定する。 

 

第一条 本解釈でいう馳名商標とは、中国国内で関連する公衆が熟知している商標をいう。 

第二条 次の各号に掲げる民事紛争案件において、当事者が、商標が馳名であることを事実上の根拠とし、

人民法院が案件の具体的状況に基づき確かに必要性があると考える場合は、係る商標が馳名か否かを認定す

る。 

（一）商標法第十三条の規定に違反していることを理由に提起される商標権侵害訴訟 

（二）企業名称とその馳名商標が同一又は類似であることを理由に提起される商標権侵害又は不正競争訴

訟 

（三）本解釈第六条の規定に適合する抗弁又は反訴の訴訟 

第三条 次の各号に掲げる民事紛争案件において、人民法院は係る商標が馳名か否かを審査しない。 

（一）訴訟対象の商標権侵害又は不正競争行為の成立が、商標が馳名であることを事実上の根拠としない

とき 

（二）訴訟対象の商標権侵害又は不正競争行為が、法律に定めるその他の要件を具備せず成立しないとき 

被告が登録、使用するドメイン名とその登録商標が同一又は類似であり、かつ当該ドメイン名を通じて関

連する商品取引の電子商取引が、関連する公衆に誤認を生じさせるに足ることを理由として、原告が提起す

る権利侵害訴訟については、前項第（一）号の規定に照らして処理する。 

 
71 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力してお

りますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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第四条 人民法院は、商標が馳名か否かを認定するにあたって、それが馳名であると証明する事実を根拠

に、商標法第十四条第一項に定める各種要素を総合的に考慮しなければならない。ただし、案件の具体的状

況に基づき、当該条項に定める全ての要素を考慮せずとも商標が馳名であると認定するに足る場合は、この

限りでない。 

第五条 当事者は、商標が馳名であると主張する場合には、案件の具体的状況に基づき、次の各号に掲げる

証拠を提供し、訴訟対象の商標権侵害又は不正競争行為の発生時にその商標がすでに馳名であった旨を証明

しなければならない。 

（一）当該商標を使用する商品の市場占有率、販売地域、粗利益等 

（二）当該商標の継続使用期間 

（三）当該商標の宣伝又は販売促進活動の方式、継続期間、程度、資金投入及び地域範囲 

（四）当該商標がかつて馳名商標として保護を受けた記録 

（五）当該商標が享有する市場における名声 

（六）当該商標がすでに馳名であった旨を証明するその他の事実 

前項の関連する商標の使用の期間、範囲、方式等は、その登録許可前の継続使用の状況を含む。 

商標の使用期間の長短、業界順位、市場調査報告、市場価値評価報告、過去の著名商標認定の有無等の証

拠について、人民法院は、商標が馳名であると認定するその他の証拠を踏まえ、客観的、全面的に審査しな

ければならない。 

第六条 原告が訴訟対象の商標の使用がその商標権を侵害していることを理由に民事訴訟を提起し、被告

が原告の登録商標がその先に使用している未登録馳名商標を複製、模倣若しくは翻訳していることを理由に

抗弁を提出し、又は反訴を提起する場合は、その先に使用している未登録商標が馳名である事実に対して立

証責任を負わなければならない。 

第七条 訴訟対象の商標権侵害又は不正競争行為の発生以前に、人民法院又は行政管理部門により馳名な

商標であると認定されたことがあり、被告が、当該商標が馳名である事実に対して異議を持たない場合には、

人民法院はこれを認定しなければならない。被告が異議を申し立てる場合も、原告は依然として当該商標が

馳名である事実に対して立証責任を負わなければならない。 

本解釈に別段の規定がある場合を除き、人民法院は商標が馳名である事実に対して、民事訴訟証拠の自認

の規則を適用しない。 
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第八条 中国国内で社会・公衆が熟知している商標について、原告がすでにその商標が馳名であるとする基

本的な証拠を提供し、又は被告が異議を持たない場合には、人民法院は当該商標が馳名である事実を認定す

る。 

第九条 関連する公衆に馳名商標及び被疑商標を使用した商品の出所の誤認を生じさせるに足り、又は関

連する公衆に馳名商標及び被疑商標を使用した事業者との間に使用許諾、関連企業の関係等の特定の繋がり

があると認識させるに足る場合は、商標法第十三条第二項に定める「容易に混同を生じさせる」に該当する。 

関連する公衆に被疑商標と馳名商標に相当程度の繋がりがあると認識させるに足り、これにより馳名商標

の識別性を弱め、馳名商標の市場名誉を貶め、又は馳名商標の市場名誉を不正に利用する場合は、商標法第

十三条第三項に定める「公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得る」に該当する。 

第十条 原告が、被告が類似しない商品に原告の馳名な登録商標と同一又は類似の商標又は企業名称を使

用することを禁止するよう請求する場合は、人民法院は案件の具体的状況に基づき、次の各号に掲げる要素

を総合的に考慮してから裁定を下さなければならない。 

（一）当該馳名商標の識別性の程度 

（二）関連する公衆における被疑の商標又は企業名称を使用した商品での当該馳名商標の認知度 

（三）馳名商標を使用した商品と被疑の商標又は企業名称を使用した商品との関連の程度 

（四）その他の関連要素 

第十一条 被告が使用する登録商標が商標法第十三条の規定に違反し、原告の馳名商標を複製、模倣又は翻

訳し、商標権の侵害を構成する場合には、人民法院は原告の請求に基づき、被告による当該商標の使用を禁

止する判決を法により下さなければならない。ただし、被告の登録商標が次の各号のいずれかに該当する場

合には、人民法院は原告の請求を支持しない。 

（一）商標法第四十五条第一項に定める無効審判の請求期限をすでに過ぎているとき 

（二）被告が登録出願をした時点で、原告の商標が馳名でないとき 

第十二条 当事者が保護を求める未登録の馳名商標が、商標法第十条、第十一条、第十二条に定める、商標

として使用または登録してはならない状況に該当する場合には、人民法院はこれを支持しない。 

第十三条 馳名商標の保護に係る民事紛争案件において、人民法院は商標が馳名であるとする認定を、案件

事実及び判決理由のみとし、判決主文に書き入れない。調停により結審する場合は、調停調書において商標

が馳名である事実を認定しない。 

第十四条 当法院の以前の関連司法解釈と本解釈が一致しない場合は、本解釈に準ずる。 
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最高人民法院による著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈72 

 

（2002年 10月 12日最高人民法院審判委員会第 1246 回会議にて可決、2020年 12月 23日最高人民法院審判

委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院 専利権侵害紛争案件の審理における法

律応用の若干問題に関する解釈（二）』等 18件の知的財産権系司法解釈の改正に関する決定」に基づく改

正） 

著作権紛争案件を正しく審理するために、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国著作権法」、「中

華人民共和国民事訴訟法」等法律の規定に基づき、法律適用の若干問題について次のとおり解釈する。 

第一条 人民法院は次の各号に掲げる著作権民事紛争案件を受理する。 

（一）著作権及び著作権に関する権益の帰属、権利侵害、契約紛争に係る案件 

（二）訴訟前に著作権、著作権の関連権益の侵害行為の停止を申し立てる案件、訴訟前財産保全、訴訟前証

拠保全を申し立てる案件 

（三）著作権、著作権の関連権益に係るその他の紛争案件 

第二条 著作権民事紛争案件は、中級以上の人民法院が管轄する。各高級人民法院は管轄区の実情に応じ

て、最高人民法院に報告して承認を求め、若干の基層人民法院に第一審の著作権民事紛争案件を管轄させる

ことができる。 

第三条 著作権行政管理部門が調査、処分した著作権侵害行為について、当事者が人民法院に訴訟を提起し

て当該行為者の民事責任を追及する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。 

人民法院は、すでに著作権行政管理部門が処理した著作権侵害行為に係る民事紛争案件を審理するにあた

り、案件の事実を全面的に審査しなければならない。 

第四条 著作権侵害行為により提起する民事訴訟は、著作権法第四十七条、第四十八条に定める権利侵害行

為の実施地、侵害複製品の保管地又は差押・押収地、被告住所地の人民法院が管轄する。 

前項に定める侵害複製品の保管地とは、大量又は経常的に侵害複製品を保管、隠匿している場所の所在地を

いう。差押・押収地とは、税関、版権等の行政機関が法により侵害複製品を差押・押収した場所の所在地を

いう。 

 
72 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよ

う努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了

承ください。 
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第五条 異なる権利侵害行為実施地に係る複数の被告に対して提起する共同訴訟について、原告は当該複数

の被告のうちの１人の被告が権利侵害行為を実施した場所を所管する人民法院を選択して、訴訟を提起する

ことができる。特定の被告のみに対して提起する訴訟については、当該被告が権利侵害行為を実施した場所

を管轄する人民法院が管轄権を有する。 

第六条 法により成立した著作権集団管理組織が、著作権者の書面による授権に基づき、自己の名義で訴訟

を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならない。 

第七条 当事者が提供する著作権に係る下書き、原稿、合法出版物、著作権登記証書、認証機関発行の証

明、権利取得の契約等は、証拠とすることができる。 

著作物又は製品に署名した自然人、法人又は非法人組織は、著作権者、著作権の関連権益の権利者と見な

す。ただし、反対の証明がある場合は、この限りでない。 

第八条 当事者が自ら又は他人に委託して、発注、現場取引等の方式をもって侵害複製品を購入して取得し

た実物、請求書等は、証拠とすることができる。 

公証人が、被疑侵害の一方の当事者に対して身元を明らかにしていない状況下で、もう一方の当事者が前項

に定める方式で取得した証拠及び証拠取得過程について事実通りに発行した公正証書は、証拠として使用し

なければならない。ただし、反対の証拠がある場合は、この限りでない。 

第九条 著作権法第十条第一号に定める「公表」とは、著作権者が自ら又は著作権者の許諾を得て著作物を

不特定の人に公開することをいう。ただし、公衆の認識を成立条件としない。 

第十条 著作権法第十五条第二項でいう著作物は、著作権者が自然人の場合、その保護期間は著作権法第二

十一条第一項の規定を適用する。著作権者が法人又は非法人組織の場合、その保護期間は著作権法第二十一

条第二項の規定を適用する。 

第十一条 著作物の署名の順序により生じた紛争は、人民法院が次に掲げる原則に照らして処理する。取り

決めをしている場合は、取り決めに従って署名の順序を確定する。取り決めをしていない場合は、著作物の

創作に払った努力、著作物の配列・配置、作者の名字の字画等に照らして署名の順序を決定することができ

る。 

第十二条 著作権法第十七条の規定に照らして委託著作物の著作権が受託者に帰属する場合には、委託者は

取り決めの使用範囲内において著作物を使用する権利を享有する。双方が著作物の使用範囲を取り決めてい

ない場合、委託者は創作を委託する特定の目的範囲内において無償で当該著作物を使用することができる。 
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第十三条 著作権法第十一条第三項に定める状況を除き、他人が執筆し、本人が査読して定稿にし、かつ本

人名義で発表した報告、演説等の著作物について、著作権は報告者又は演説者に帰属する。著作権者は執筆

者に適当な報酬を支払うことができる。 

第十四条 当事者が合意して特定人物の経歴を題材として完成させる自叙伝著作物は、当事者が著作権の帰

属について取り決めをしている場合、その取り決めに従う。取り決めをしていない場合には、著作権は当該

特定人物に帰属し、執筆者又は整理した者が著作物の完成に対して努力を払った場合には、著作権者は適当

な報酬を支払うことができる。 

第十五条 異なる作者が同一の題材から創作した著作物は、著作物の表現が独立して完成されかつ創作性を

有する場合は、作者各々が独立した著作権を享有すると認定しなければならない。 

第十六条 マスメディアを通じて伝播される単純な事実情報は、著作権法第五条第二号に定める時事ニュー

スに該当する。他人が取材編集した時事ニュースの伝播、報道は、出所を明示しなければならない。 

第十七条 著作権法第三十三条第二項に定める転載とは、新聞、定期刊行物にその他の新聞、定期刊行物が

すでに発表した著作物を掲載する行為をいう。転載にあたり被転載著作物の作者及び最初に掲載された新

聞、定期刊行物の出所を明示しない場合は、影響の除去、謝罪等の民事責任を負わなければならない。 

第十八条 著作権法第二十二条第十号に定める屋外の公共場所の美術の著作物とは、屋外の社会公衆活動場

所に設置又は陣列されている彫刻、絵画、書道等の著作物をいう。 

前項に定める美術の著作物を模写、写生、撮影、録画する者は、その成果を合理的な方式及び範囲で別途使

用することができ、権利侵害にはあたらない。 

第十九条 出版者、製作者はその出版、製作が合法的授権を有することに対して立証責任を負わなければな

らず、発行者、賃貸人はその発行又は賃貸する複製品が合法的出所を有することに対して立証責任を負わな

ければならない。拳証できない場合には、著作権法第四十七条、第四十八条の規定に基づき相応の法的責任

を負う。 

第二十条 出版物が他人の著作権を侵害する場合には、出版者はその過失、侵害の程度及び損害結果等に基

づき損害賠償の責任を負わなければならない。 

出版者が、その出版行為の授権、原稿の出所及び署名、編集する出版物の内容等に対して合理的な注意義務

を果たさない場合は、著作権法第四十九条の規定に基づき、損害賠償の責任を負う。 

出版者はすでに合理的注意義務を果たしていることについて、拳証責任を負わなければならない。 
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第二十一条 コンピュータ・ソフトウェアの利用者が許諾を得ず又は許諾範囲を超えてコンピュータ・ソフ

トウェアを商業利用する場合、著作権法第四十八条第一号、「コンピュータ・ソフトウェア保護条例」第二

十四条第一号の規定に基づき民事責任を負う。 

第二十二条 著作権譲渡契約が書面形式を取っていない場合には、人民法院は民法典第四百九十条の規定に

基づき契約が成立しているか否かを審査する。 

第二十三条 出版者が、著作権者が納品した著作物を紛失、毀損したことにより、出版契約の履行が不可能

になった場合には、著作権者は民法典第百八十六条、第二百三十八条、第千百八十四条等の規定に基づき出

版者に相応の民事責任を負うよう要求する権利を有する。 

第二十四条 権利者の実質的損失は、権利侵害による複製品の発行減少量又は侵害複製品の販売量に権利者

の当該複製品発行の単位利益を乗じた積に基づき計算することができる。発行減少量を確定することが困難

である場合は、侵害複製品の市場販売量に照らして確定する。 

第二十五条 権利者の実質的損失又は侵害者の違法所得を確定することができない場合には、人民法院は当

事者の請求に基づき、又は職権により著作権法第四十九条第二項の規定を適用して賠償額を確定する。 

人民法院は賠償額を確定するとき、著作物の種類、合理的使用料、権利侵害行為の性質、結果等の情状を考

慮して総合的に確定しなければならない。 

当事者が本条第一項の規定に照らして賠償額について合意に達した場合は、これを許可しなければならな

い。 

第二十六条 著作権法第四十九条第一項に定める、権利侵害行為を制止するために支払う合理的支出には、

権利者又は委託代理人が権利侵害行為に対して行う調査、証拠取得の合理的費用を含む。 

人民法院は当事者の訴訟請求及び案件の具体的情況に基づき、国の関係部門の規定に適合する弁護士費用を

賠償範囲に算入することができる。 

第二十七条 著作権侵害の訴訟時効は 3年とし、著作権者が権利の被害及び義務者を知り又は知るべきであ

った日から起算する。権利者が 3年を過ぎてから提訴する場合において、権利侵害行為が提訴時も依然とし

て持続し、当該著作権の保護期間内にある場合には、人民法院は被告に対して、権利侵害行為を差し止める

判決を下さなければならない。権利侵害に対する損害賠償額は、権利者が人民法院に提訴した日から 3年間

遡って推算しなければならない。 

第二十八条 人民法院は保全措置を講じる場合は、民事訴訟法及び「最高人民法院による知的財産権紛争の

行為保全案件の審査における法律適用の若干問題に関する規定」の関連規定に基づき処理する。 
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第二十九条 本解釈に別段の定めがある場合を除き、人民法院が受理する著作権民事紛争案件が、著作権法

改正より前に発生した民事行為に係る場合は、改正前の著作権法の規定を適用する。著作権法改正後に発生

した民事行為に係る場合は、改正後の著作権法の規定を適用する。著作権法改正より前に発生し、著作権法

改正後も継続している民事行為に係る場合は、改正後の著作権法の規定を適用する。 

第三十条 以前の関連規定と本解釈が一致しない場合は、本解釈に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

518 

 

最高人民法院による不正競争民事案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈73 

 

（2006年 12月 30日最高人民法院裁判委員会第 1412 回会議にて可決、2020年 12月 23日最高人民法院審

判委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理に

おける法律応用の若干問題に関する解釈（二）』等 18件の知的財産権司法解釈の改正に関する決定」に基

づく改正） 

不正競争民事案件を正しく審理し、事業者の合法的な権益を法により保護し、市場競争の秩序を維持するた

めに、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国反不正競争法」、「中華人民共和国民事訴訟法」等法

律の関連規定に基づき、裁判実務及び実情を踏まえ、本解釈を制定する。 

第一条 中国国内において一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている商品である場合は、反不

正競争法第五条第一項第二号に定める「知名商品」として認定しなければならない。 

人民法院が認定する知名商品は、当該商品の販売期間、販売地域、販売額と販売対象、宣伝の継続時間、程

度及び地域の範囲、知名商品が保護を受ける状況等の要素を考慮し、総合的に判断しなければならない。原

告は、その商品の市場における知名度について拳証責任を負わなければならない。 

異なる地域の範囲において、知名商品特有の名称、包装、装飾と同一又は類似の名称、包装、装飾を使用し

た場合であっても、後使用者がその善意の使用を証明できるときは、反不正競争法第五条第二号に定める不

正競争行為を構成しない。その後の事業活動が同一地域の範囲に入ることにより、その商品の出所に対して

混同を生じさせ、後使用者に商品の出所を区別するに足るその他の標章を加えることを命じるよう先使用者

が請求した場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。 

第二条 商品の出所を区別する顕著な特徴を有する商品の名称、包装、装飾は、反不正競争法第五条第一項

第二号に定める「特有の名称、包装、装飾」と認定しなければならない。 

次の各号のいずれかに該当する場合には、人民法院は知名商品特有の名称、包装、装飾とは認定しない。 

（一）商品に共通する名称、図形、型番。 

（二）商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示するのみの商品の名称。 

 
73 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよ

う努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了

承ください。 
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（三）商品自体の性質によってのみ構成される形状、技術的な効果を得るために必要な商品形状及び商品の

実質的な価値を持たせるための形状。 

（四）その他顕著な特徴に欠ける商品の名称、包装、装飾。 

前項一号、二号、四号に定める事由が使用を経て顕著な特徴を得る場合は、特有の名称、包装、装飾と認定

することができる。 

知名商品特有の名称、包装、装飾の中に当該商品の一般名称、図形、型番を含み、又は商品の品質、主要原

料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接的に表示し、又は地名を含む場合には、他人が客観的

に商品を叙述するための正当な使用となり、不正競争行為を構成しない。 

第三条 事業者の営業場所の装飾、営業道具のデザイン、営業人員の服装等から構成される独特の風格を備

えた全体的な事業イメージは、反不正競争法第五条第一項第二号に定める「装飾」と認定することができ

る。 

第四条 知名商品について事業者から使用許可を得ている又は関連企業としての関係性を有するとの誤認を

生じさせる場合を含め、商品の出所について特定の関連性を有すると公衆の誤認を生じさせるに足るときに

は、反不正競争法第五条第一項第二号に定める「他人の知名商品との混同を生じ、購買者に当該知名商品で

あると誤認させる」と認定しなければならない。 

同一の商品に同一又は視覚上基本的に違いのない商品の名称、包装、装飾を使用した場合、他人の知名商品

と十分に混同を生じさせるに足るとみなさなければならない。 

知名商品特有の名称、包装、装飾と同一又は類似を認定するにあたり、商標の同一又は類似の判断の原則及

び方法を参照することができる。 

第五条 商品の名称、包装、装飾が商標法第十条第一項に定める商標として使用してはならない標章に該当

し、当事者が反不正競争法第五条第一項第二号の規定に基づき保護を求める場合には、人民法院はこれを支

持しない。 

第六条 企業登記主管機関が法に基づき登記する企業名称、及び中国国内で商業的に使用する外国（地域）

企業の名称は、反不正競争法第五条第一項第三号に定める「企業名称」と認定しなければならない。市場に

おける一定の知名度を有し、関連する公衆に知られている企業名称における字号は、反不正競争法第五条第

一項第三号に定める「企業名称」と認定することができる。 

商品の取扱いにおいて使用する自然人の氏名は、反不正競争法第五条第一項第三号に定める「氏名」と認定

しなければならない。市場における一定の知名度を有し、関連する公衆に知られている自然人のペンネー

ム、芸名等は、反不正競争法第五条第一項第三号に定める「氏名」と認定することができる。 



 

520 

 

第七条 知名商品特有の名称、包装、装飾若しくは企業の名称、氏名を商品や商品の包装及び商品取引にお

ける文書において使用し、又は、中国国内で商業的に使用する場合（広告宣伝、展覧及びその他の商業活動

に用いる場合を含む）は、反不正競争法第五条第一項第二号、第三号に定める「使用」と認定しなければな

らない。 

第八条 事業者の行為が次の各号のいずれかに該当し、関連する公衆の誤解を招くに足る場合には、反不正

競争法第九条第一項に定める「人に誤解を生じさせる虚偽の宣伝行為」と認定することができる。 

（一）商品について一方的な宣伝又は対比を行うとき。 

（二）科学的な定説がない観点、現象等を定説の事実として宣伝広告に用いるとき。 

（三）多義的な文言又はその他人に誤解を招く方法で商品の宣伝を行うとき。 

明らかに誇張した方法で商品を宣伝しているが、関連する公衆の誤解を生じさせるまでに至らない場合につ

いては、人に誤解を招く虚偽の宣伝行為には該当しない。 

人民法院は、日常生活の経験、関連する公衆の通常の注意力、誤解を生じる事実及び被宣伝対象の実情等の

要素に基づき、人に誤解を招く虚偽の宣伝行為について認定しなければならない。 

第九条 関連情報がその所属分野の関連公衆に知られておらず、簡単に得ることができないものである場合

は、反不正競争法第十条第三項に定める「大衆に知られていない」と認定しなければならない。 

次の状況の１つに該当する場合、関連情報は「公衆に知られていない」に該当しない。 

（一）当該情報がその所属する技術又は経済分野の当業者の一般常識又は業界の慣習であるとき。 

（二）当該情報が商品の寸法、構造、材料、部品の簡単な組み合わせ等の内容に関係するのみで、市場に出

回った後に関連する公衆が商品の観察を通じて直接得ることができるとき。 

（三）当該情報がすでに出版物又はその他の媒体で公然と公開されているとき。 

（四）当該情報がすでに報告会、展示等の方法で公開されているとき。 

（五）当該情報がその他の公開されたルートを通じて得ることができるとき。 

（六）当該情報が一定の代価を支払わずとも容易に得ることができるとき。 

第十条 関連情報が現実的又は潜在的な商業価値を有し、権利者に競争優位をもたらし得る場合は、反不正

競争法第十条第三項に定める「権利者に経済利益をもたらし、実用性を有する」と認定しなければならな

い。 

第十一条 権利者が情報の漏えいを防止するために講じるその商業価値等の具体的な状況に適応する合理的

な保護措置は、反不正競争法第十条第三項に定める「機密保持措置」と認定しなければならない。 



 

521 

 

人民法院は、情報の媒体の特徴、権利者の機密保持の要望、機密保持措置の識別の程度、他人が正当な方法

を通じて得る難易度等の要素に基づき、権利者が機密保持措置を講じているか否かを認定しなければならな

い。 

次の各号のいずれかに該当し、正常な状況下で機密に関わる情報の漏えいを防止するに足りる場合は、権利

者が機密保持措置を講じていると認定しなければならない。 

（一）機密に関わる情報を知る範囲を限定し、知る必要のある関係者についてのみ、その内容を告知する。 

（二）機密情報に関わる媒体に鍵を掛ける等の防犯措置を採る。 

（三）機密情報に関わる媒体に機密保持の表示を付す。 

（四）機密に関わる情報にパスワードやコードを使用する。 

（五）秘密保持契約を締結する。 

（六）機密に関わる機械、工業、生産現場等の場所への来訪者を制限し、又は秘密保持を要求する。 

（七）情報の秘密を確保するその他の合理的な措置。 

第十二条 自主研究開発又はリバースエンジニアリング等の方法を通じて得た営業秘密は、反不正競争法第

十条第一項第一号、第二号に定める営業秘密を侵害する行為に認定しない。 

前項でいう「リバースエンジニアリング」とは、技術的な手段を通じて公開されたルートから得た製品につ

いて解体、測量・製図、分析等を行い、当該製品の関連技術情報を得ることをいう。当事者が不正な手段を

用いて他人の営業秘密を知った後、さらにリバースエンジニアリングを理由に取得行為の合法性を主張する

場合は、これを支持しない。 

第十三条 営業秘密における取引先名簿とは、一般的に取引先の名称、住所、連絡先及び取引の慣例、意

向、内容等で構成され、関連する公開情報とは区別された特殊な取引先の情報をいい、多くの取引先又は長

期的に安定した取引関係にある特定の取引先の情報を取引先名簿としてまとめたものを含む。 

取引先が、従業員個人の信頼に基づき従業員が所属する単位と市場取引を行い、当該従業員が離職後、取引

先が自主的に個人又はその新しい組織と市場取引を行うことを選択したことを証明することができる場合

は、不正な手段を用いていないと認定しなければならない。ただし、従業員と元の組織に別段の取決めがあ

る場合は、この限りでない。 

第十四条 当事者が、他人がその営業秘密を侵害したと主張する場合、その保有する営業秘密が法定条件に

適合し、相手方当事者の情報がその営業秘密と同一又は実質的に同一で、相手方当事者が不正な手段を用い

た事実についての拳証責任を負わなければならない。そのうち、営業秘密が法定条件に適合する証拠には、
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営業秘密の媒体、具体的な内容、商業価値及び当該営業秘密に対して講じる具体的な秘密保持の措置等を含

む。 

第十五条 営業秘密を侵害する行為について、営業秘密の独占的実施許諾契約（専用実施権許諾契約に相

当）の被許諾者が提訴した場合には、人民法院は法により受理しなければならない。 

排他的実施許諾契約（独占的通常実施権許諾契約に相当）の被許諾者と権利者が共同で訴訟を提起し、又は

権利者が提訴しない状況において自主的に提訴する場合には、人民法院は法により受理しなければならな

い。 

通常使用許諾契約の被許諾者と権利者が共同で訴訟を提起し、又は権利者の書面による授権を経て、単独で

提訴する場合には、人民法院は法に基づき、これを受理しなければならない。 

第十六条 人民法院が営業秘密の侵害行為に対して侵害停止の民事責任の判決を下したとき、侵害の停止期

間は、一般に当該営業秘密がすでに公衆に知られていた時まで継続する。 

前項の規定に基づき判決された侵害の停止期間が明らかに不合理である場合は、法に基づき、権利者の当該

営業秘密の競争優位を保護する状況の下で、権利侵害者に一定期間又は一定の範囲内で当該営業秘密の使用

を停止する判決を下すことができる。 

第十七条 反不正競争法第十条に定める営業秘密の侵害行為に対する損害賠償額を確定するにあたり、特許

権侵害に対する損害賠償額の確定方法を参考にすることができる。反不正競争法第五条、第九条、第十四条

に定める不正競争行為の損害賠償額を確定するにあたり、登録商標の専用権の侵害に対する損害賠償額の確

定方法を参考にすることができる。 

権利侵害行為により営業秘密が既に公衆に開示されている場合には、当該営業秘密の商業価値に基づき損害

賠償額を確定する。営業秘密の商業価値とは、その研究開発コスト、当該営業秘密を実施した際の収益、取

得可能な利益、競争優位を保持することができる期間等の要素に基づき確定する。 

第十八条 反不正競争法第五条、第九条、第十条、第十四条に定める不正競争の民事の第一審案件は、通

常、中級人民法院が管轄する。 

各高級人民法院は、本管轄地域の実情に基づき、最高人民法院の承認を経て、若干の基層人民法院が不正競

争民事事件の第一審案件を受理する旨を確定することができ、すでに知的財産権の民事案件の審理が承認さ

れた基層人民法院は、引き続き受理することができる。 

第十九条 本解釈は 2007年 2月 1日から施行する。 
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営業秘密侵害紛争をめぐる民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定74 

（2020年8月24日最高人民法院審判委員会第1810回会議で採択、2020年9月12日から施行。） 

 

営業秘密を侵害する民事事件を正確に審理するために、「中華人民共和国不正競争防止法」「中華

人民共和国国民事訴訟法」等の関連法律規定に基づき、裁判の実際と結びつけ、本規定を制定する。 

第1条 技術に関する構造、原料、成分、調合、材料、見本、様式、植物新品種繁殖材料、工芸、方法

又はそのステップ、アルゴリズム、データ、コンピュータプログラム及び関連文書などの情報につい

ては、人民法院が不正競争防止法第九条第四項にいう技術情報を構成すると認定することができる。 

経営活動に関する創意、管理、販売、財務、計画、見本、入札資料、取引先情報、データなどの情報

にいては、人民法院が不正競争防止法第九条第四項でいう経営情報を構成すると認定することができ

る。 

前項でいう顧客情報は、顧客の名称、住所、連絡先及び取引習慣、意向、内容などの情報を含む。 

第2条 当事者は特定の取引先と長期的安定した取引関係を維持するだけで、当該特定の取引先が営業

秘密に属すると主張する場合、人民法院は支持しない。 

取引先は従業員個人への信頼に基づいて当該従業員の所在単位と取引を行い、当該従業員が退職した

後、取引先が自らその従業員又は当該従業員の所在する新しい会社と取引を行うことを証明できる場

合、人民法院は当該従業員が不正な手段を用いて権利者の営業秘密を取得していないと認定しなけれ

ばならない。 

第3条 権利者が保護を請求する情報は、被疑侵害行為が発生した時に、所属分野の関係者に広く知ら

れず、容易に取得されていない場合、人民法院は、不正競争防止法第九条第四項にいう公知になって

いないと認定しなければならない。 

第4条 次の各号に掲げる状況のいずれかを有する場合、人民法院は、関連情報が公衆に知られている

と認定することができる。 

（一）当該情報は所属分野において一般常識又は業界慣例に属する場合。 

（二）当該情報は製品のサイズ、構造、材料、部品の簡単な組み合わせなどの内容にのみ関連し、所

属分野の関係者は上場商品を観察することによって直接に取得できる場合。 

 
74出所：2020年 9月 11日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254751.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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（三）当該情報はすでに公開出版物又は他のメディアに公開されている場合。 

（四）当該情報はすでに公開された報告会、展覧などを通じて公開されている場合。 

（五）所属分野の関係者は他の公開ルートから当該情報を入手できる場合。 

周知の情報を整理、改善、加工した後に形成される新しい情報は、本規定の第三条の規定に適合する

場合、当該新情報は公知になっていないと認定しなければならない。 

第5条 権利者は営業秘密の漏えいを防止するために、被疑侵害行為が発生する前に講じた合理的な秘

密保持措置について、人民法院は不正競争防止法第九条第四項にいう相応の秘密保持措置に認定しな

ければならない。 

人民法院は、営業秘密及びそのキャリアの性質、営業秘密の商業的価値、秘密保持措置の識別可能程

度、秘密保護措置と営業秘密の対応程度及び権利者の秘密保持願望等の要素に基づき、権利者が相応

の秘密保護措置を取ったか否かを認定しなければならない。 

第6条 次の各号に掲げる状況の一つを有し、通常の状況において営業秘密の漏洩を十分防止するため

に十分である場合、人民法院は権利者が相応の秘密保護措置を取ったと認定しなければならない。 

（一）秘密保持契約を締結し、又は契約の中で秘密保持義務を約定した場合。 

（二）定款、研修、規則制度、書面による告知などの方式を通じて、営業秘密を接触、獲得できる従

業員、元従業員、サプライヤー、取引先、来訪者等に対して秘密保持要求を提出する場合。 

（三）機密のある工場、職場などの生産経営場所に来訪者を制限し、或いは区分管理を行う場合。 

（四）標識、分類、隔離、暗号化、封鎖、接触又は取得できる人員範囲の限定などの方式で、営業秘

密とそのキャリアを区分し管理する場合。 

（五）営業秘密を接触、取得できるコンピュータ設備、電子機器、ネットワーク設備、記憶装置、ソ

フトウェア等に対して、使用、アクセス、記憶、複製等の禁止又は制限措置をとる場合。 

（六）退職社員に、その接触又は入手した営業秘密及びそのキャリアを登録、返還、除去、廃棄し、

引き続き秘密保持義務を負うことを要求する場合。 

（七）その他の合理的な秘密保持措置を取った場合。 

第7条 権利者が保護を請求する情報が公知になっていないために現実的又は潜在的な商業的価値を有

する場合、人民法院は審査を経て不正競争防止法第九条第四項にいう商業的価値を有するものと認定

することができる。 

生産経営活動に形成された段階的成果が前項の規定に適合する場合、人民法院は審査を経て当該成果

が商業的価値を有すると認定することができる。 
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第8条 被疑侵害者が法律の規定に違反し、又は公認された商業道徳に違反して権利者の営業秘密を取

得する場合、人民法院は不正競争防止法第九条第一項にいうその他の不正手段により権利者の営業秘

密を取得すると認定しなければならない。 

第9条 被疑侵害者は生産経営活動において直接に営業秘密を使用し、又は営業秘密を修正し、改善し

て使用し、又は営業秘密に基つき関連生産経営活動を調整、最適化、改善する場合、人民法院は不正

競争防止法第九条にいう営業秘密を使用することに属すると認定しなければならない。 

第10条 当事者は法律の規定又は契約の約定により引き受けた秘密保持義務について、人民法院は不

正競争防止法第九条第一項にいう秘密保持義務に属すると認定しなければならない。 

当事者が契約において秘密保持義務を約定していないが、信義誠実の原則及び契約の性質、目的、締

約過程、取引習慣等に基づき、被疑侵害者はその取得した情報が権利者の営業秘密に属することを知

っているか、又は知るべきである場合、人民法院は被疑侵害者がその取得した営業秘密に対して秘密

保持義務を負うと認定しなければならない。 

第11条 法人、不法人組織の経営、管理者及び労働関係を有するその他の人員について、人民法院

は、不正競争防止法第九条第三項にいう従業員、元従業員と認定することができる。 

第12条 人民法院は、従業員、元従業員がルート又は機会を持って権利者の営業秘密を取得している

かどうかを認定する場合、これに関連する以下の要素を考慮することができる。 

（一）職務、職責、権限； 

（二）担当した本職又は単位の割り当ての任務。 

（三）営業秘密に関する生産経営活動に参与する具体的な状況。 

（四）営業秘密及びそのキャリアを保管、使用、記憶、複製、制御又はその他の方法で接触、取得し

ているか。 

（五）考慮すべきその他の要因。 

第13条 被疑侵害情報と営業秘密に実質的な区別がない場合、人民法院は被疑侵害情報と営業秘密が不

正競争防止法第三十二条第二項にいう実質的に同じであると認定することができる。 

人民法院は、前項の実質的に同じであると構成するか否かを認定する場合、次の要素を考慮すること

ができる。 

（一）被疑侵害情報と営業秘密の相違程度。 

（二）所属分野の関係者は被疑侵害行為が発生した時、被疑侵害情報と営業秘密の区別を容易に思い

付くか。 



 

526 

 

（三）被疑侵害情報と営業秘密の用途、使用方式、目的、効果などは実質的な差異があるか。 

（四）公有分野における営業秘密に関する情報の状況。 

（五）考慮すべきその他の要因。 

第14条 自ら開発し、又はリバースエンジニアリングを通じて被疑侵害情報を取得した場合、人民法院

は不正競争防止法第9条に規定された営業秘密侵害行為に該当しないと認定しなければならない。 

前項でいうリバースエンジニアリングとは、技術手段を通じて公開ルートから取得した製品を解体、

測量、分析することにより当該製品に関する技術情報を得ることをいう。 

被疑侵害者が不正な手段で権利者の営業秘密を取得した後、リバースエンジニアリングを理由に営業

秘密を侵害していないと主張した場合、人民法院は支持しない。 

第15条 被申立人が不当な手段で権利者の主張した営業秘密を取得、開示、使用又は他人に使用を許諾

しようとした場合又はすでにした場合、行為保全措置を取らないと判決が執行しにくくなり、又は当

事者のその他の損害をもたらし、又は権利者の合法的な権益が補填しにくい損害を受けることになる

場合、人民法院は法により行為保全措置を講じることを裁定することができる。 

前項に規定の状況が民事訴訟法第百条、第一〇一条にいう緊急事態の場合に該当する場合、人民法院

は48時間以内に裁定をしなければならない。 

第16条 経営者以外のその他の自然人、法人及び不法人組織が営業秘密を侵害し、権利者が不正競争防

止法第十七条の規定に基づいて侵害者が負うべき民事責任を主張する場合、人民法院は支持しなけれ

ばならない。 

第17条 人民法院は、営業秘密の侵害行為について、侵害を停止した民事責任との判決を下した場合、

侵害を停止する時間は通常、当該営業秘密がすでに公衆に知られている時まで継続しなければならな

い。 

前項の規定により判决を下された侵害停止の時間が明らかに不合理である場合、人民法院は、法によ

り権利者の営業秘密の競争優位を保護する場合には、侵害者に一定の期限又は范囲内において当該営

業秘密の使用を停止すると判決を下すことができる。 

第18条 権利者は、権利侵害者が営業秘密媒体を返還又は廃棄し、その支配する営業秘密情報を除去す

ると判決を下すよう請求する場合、人民法院は通常支持しなければならない。 

第19条 侵害行為により営業秘密を公衆に知り得た場合、人民法院は法により賠償額を確定する場合、

営業秘密の商業的価値を考慮することができる。 

人民法院は、前項でいう商業的価値を認定するには、研究開発コスト、当該営業秘密を実施する収
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益、取得見込み利益、競争優位を維持可能な時間などの要素を考慮しなければならない。 

第20条 権利者が営業秘密許諾使用料を参照して侵害による実際損失を確定するよう請求した場合、人

民法院は許諾の性質、内容、実際の履行状況及び侵害行為の性質、情状、結果などの要素に基づいて

確定することができる。 

人民法院が不正競争防止法第十七条第四項に基づいて賠償額を確定した場合、営業秘密の性質、商業

的価値、研究開発コスト、革新程度、もたらすことができる競争優位及び権利侵害者の主観的過失、

権利侵害行為の性質、情状、結果などの要素を考慮することができる。 

第21条 当事者又は事件外者の営業秘密に関する証拠、資料について、当事者又は事件外者は書面によ

り人民法院に秘密保護措置を講じるよう申し立てる場合、人民法院は保全、証拠交換、証拠調べ、委

託鑑定、尋問、裁判等の訴訟活動において必要な秘密保護措置を講じなければならない。 

前項でいう秘密保持措置の要求に違反し、営業秘密を無断で開示し、又は訴訟活動以外で使用又は訴

訟において接触、取得した営業秘密を他人に使用を許可する場合、法により民事責任を負わなければ

ならない。民事訴訟法第百一一条に規定の状況を構成する場合、人民法院は法により強制措置を講じ

ることができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。 

第22条 人民法院が営業秘密侵害民事事件を審理する時、営業秘密侵害犯罪の刑事訴訟手続に形成され

た証拠については、法定手続に従い、全面的かつ客観的に審査しなければならない。 

公安機関、検察機関又は人民法院が保有する被疑侵害行為と関連性のある証拠について、営業秘密侵

害民事事件の当事者及びその訴訟代理人は、客観的な原因により自ら収集できず、調査収集を申し立

てる場合、人民法院は許可しなければならないが、進行中の刑事訴訟手続に影響を与える可能性があ

る場合を除く。 

第23条 当事者が発効した刑事裁判で認定された実際の損失又は違法所得に基づいて同一の営業秘密侵

害行為に係る民事事件の賠償額を確定すると主張する場合、人民法院は支持しなければならない。 

第24条 権利者は既に権利侵害者が権利侵害によって獲得した利益の初期証拠を提供しているが、営業

秘密侵害行為に関する帳簿、資料は権利侵害者が掌握している場合、人民法院は権利者の申立に基づ

き、権利侵害者に当該帳簿、資料を提供するよう命じることができる。権利侵害者が正当な理由なく

提供を拒否し、又は事実どおりに提供しない場合、人民法院は権利者の主張と提供の証拠に基づいて

侵害者が侵害によって獲得した利益を認定することができる。 

第25条 当事者は、同一の営業秘密侵害行為に係る刑事事件がまだ結審されていないという理由で、営

業秘密侵害民事事件の審理を中止するよう請求し、人民法院は当事者の意見を聴取した後、当該刑事
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事件の審理結果を根拠としなければならないと認める場合、それを支持しなければならない。 

第26条 営業秘密侵害行について、営業秘密独占使用許諾契約における被許諾者は訴訟を提起する場

合、人民法院は法により受理しなければならない。 

排他使用許諾契約における被許諾者と権利者が共に訴訟を提起し、又は権利者が提訴しない場合に自

ら訴訟を提起する場合、人民法院は法により受理しなければならない。 

普通使用許諾契約における被許諾者と権利者が共に訴訟を提起し、又は権利者の書面授権を経て単独

で訴訟を提起する場合、人民法院は法により受理しなければならない。 

第27条 権利者は、第一審の法廷弁論が終結する前に、主張した営業秘密の具体的内容を明確にしなけ

ればならない。一部しか明確にすることができない場合、人民法院は当該明確な部分に対して審理す

る。 

権利者は、第二審の手続において、別途にその第一審で明確にされない営業秘密の具体的内容を主張

する場合、第二審人民法院は、当事者の自発的原則に基づいて当該営業秘密の具体的内容に関する訴

訟請求について調停を行うことができる。調停が成功しない場合、当事者に別途訴訟を提起するよう

告知する。双方の当事者は、第二審の人民法院により合わせて審理することに同意した場合、第二審

の人民法院は合わせて裁判することができる。 

第28条 人民法院は営業秘密侵害民事事件を審理し、被疑侵害行為が発生した時の法律を適用する。

被疑侵害行為は法律の改正前にすでに発生し、かつ法律の改正後まで継続された場合、改正後の法律

を適用する。 

第29条 本規定は2020年9月12日から施行する。最高人民法院が以前発表した関連司法解釈と本規定が

一致しない場合は、本規定に準ずる。 

本規定の施行後、人民法院が審理している一審、二審事件は本規定を適用する。施行前に既に発効し

た裁判の案件は、再審は本規定を適用しない。 
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電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権民事事件の審理に関する指導意見75 

 

 電子商取引プラットフォーム関連の知的財産権紛争事件を適正に審理し、電子商取引に係る各主体の合法

的権益を法により保護するために、電子商取引プラットフォームの経営活動の規範的、秩序正しく、健康的

な発展を促進し、知的財産権の審判の実際を結び付けて、本指導意見を制定する。 

1.人民法院は電子商取引プラットフォーム関連知的財産権紛争事件の審理に当たって、知的財産権保護の厳

格化の原則を堅持し、電子商取引プラットフォームを介する模倣、海賊版等の権利侵害商品の提供行為を法

により制止し、当事者が信義誠実の原則に従って、法により権利を正当に行使するよう積極的に導き、知的

財産権者、電子商取引プラットフォーム運営事業者、プラットフォーム内事業者の間の関係を適 

正に処理する。 

2.人民法院は、電子商取引プラットフォームに関わる知的財産権紛争事件を審理するに当たって、「中華人

民共和国電子商取引法」（以下、電子商取引法という）第9条の定めに準拠して、関係当事者が電子商取引

プラットフォーム運営事業者又はプ 

ラットフォーム内事業者に属するか否かを認定しなければならない。 

人民法院は、電子商取引プラットフォーム内事業者の行為が自社事業の実施であるかを認定するに当たっ

て、商品の販売画面に表示された「自営（自社経営）」情報、商 

品そのものに表示してある販売主体の情報、領収書等の取引伝票に表示してある販売主体の情報等の要素を

考慮することができる。 

3.電子商取引プラットフォーム運営事業者は、プラットフォーム内事業者が知的財産権を侵害したことを知

った場合又は知るはずであった場合、侵害された権利の性質、具体的な侵害の状況と技術条件、及び権利侵

害になる初歩的証拠、サービス種類に応じ、必要な措置を速やかに講じなければならない。講じる必要な措

置は合理性・慎重性の原則に従うものとし、リンク削除、ブロック、解除等の削除措置を含むが、これらに

限らない。プラットフォーム内事業者が複数回にわたって意図的に知的財産権を侵害した場合、電子商取引

プラットフォーム運営事業者は取引とサービス提供を終了させる措置を講じる権利を有する。 

4.電子商取引プラットフォーム運営事業者は、電子商取引法第四十一条、第四十二条、第四十三条の定めに

基づき、知的財産権の種類、商品又はサービスの特徴等の要素に応じ、プラットフォーム内の通知・声明の

 
75出所：2020年 9月 13日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254931.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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仕組みの具体的な実行措置を制定することができる。ただし、関連措置は、法により知的財産権を維持する

権利者の行為に対して不合理な条件や障害を設けるものであってはならない。 

5.知的財産権利者が電子商取引法第四十二条の定めに基づいて電子商取引プラットフォーム運営事業者に出

す通知には、一般的に、知的財産の権利証明及び有効な権利者情報、正確に特定できる侵害被疑商品又はサ

ービスの情報、権利侵害に当たる初歩的な証拠、通知の真実性に関する保証等が含まれる。通知は、文書に

よるものでなければならない。 

通知が専利権に係る場合、電子商取引プラットフォーム運営事業者は、知的財産権利者に対し、技術的特徴

又は設計的特徴の対比の説明、実用新案又は意匠専利権評価報告書等の資料の提出を要請することができ

る。 

6.人民法院は、通知者に電子商取引法第四十二条第三項に言う「悪意」が有るか否かを認定するに当たっ

て、偽造、変造の権利証明の提出、虚偽の侵害対比に関する鑑定意見や専門家意見の提出、権利状態が不安

定であると知りながら依然として通知を送ること、間違った通知であると知った後にも速やかに撤回や変更

しなかったこと、間違った通知を繰り返し提出する等の要素を考慮することができる。 

電子商取引プラットフォーム運営事業者、プラットフォーム内事業者が、間違った通知、悪意で間違った通

知を送ることにより損害をもたらしたことを理由に、人民法院に訴訟を提起した場合、それを電子商取引プ

ラットフォーム関連知的財産権紛争事件と併合して審理することができる。 

7.プラットフォーム内事業者が電子商取引法第四十三条の定めに基づいて電子商取引プラットフォーム運営

事業者に提出する侵害行為が存在しない旨の声明には、一般的に、プラットフォーム内事業者の真実の身分

に関する情報、正確に特定できる必要な措置の終止を要請する商品又はサービスの情報、権利所属証明、授

権証明など侵害行為が存在しないことの初歩的な証拠、声明の真実性に関する書面保証等が含まれる。声明

は、文書によるものでなければならない。 

声明が専利権に係る場合、電子商取引プラットフォーム運営事業者は、プラットフォーム内事業者に対し、

技術的特徴又は設計的特徴の対比説明等に関する資料の提出を要請することができる。 

8.人民法院は、プラットフォーム内事業者による侵害が存在しない旨の声明文に悪意が有るか否かを認定す

るに当たって、偽造や無効の権利証明、授権証明を提出すること、声明に虚偽情報や明らかに誤解させるこ

と、通知に権利侵害を認定した旨の有効な判決文や行政処理決定が添付されているにもかかわらず侵害が存

在しない旨の声明を送ったこと、声明の内容に誤りがあることを知った後にも速やかに撤回又は訂正しない

こと等の要素を考慮することができる。 

9.知的財産権利者が緊急の状況にあり、電子商取引プラットフォーム運営事業者が直ちに商品撤去等の措置
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をしなければ、その適法な権益につき補填し難い損害を受けるおそれがある場合、『中華人民共和国民事訴

訟法』第百条、百一条の定めに準拠して、人民法院に保全措置を申し立てることができる。 

プラットフォーム内事業者が緊急の状況にあり、電子商取引プラットフォーム運営事業者が直ちに商品リン

クの回復等の措置を講じなく、通知人が直ちに通知を撤回又は送付を停止しなければ、その適法な利益につ

き補填し難い損害を受けるおそれがある場合においては、前項の法律の定めに準拠して、人民法院に保全措

置を申し立てることができる。 

知的財産権利者、プラットフォーム内事業者の申立てが法律の定めに適合する場合、人民法院は法によりこ

れを支持しなければならない。 

10.人民法院は、電子商取引プラットフォーム運営事業者が合理的な措置を講じたか否かを判断するに当た

って、権利侵害になる初歩的証拠、侵害成立の可能性、権利侵害行為の影響範囲、悪意ある侵害、繰り返し

侵害の有無を含む侵害行為の具体的な情状、損害の拡大防止の有効性、プラットフォーム内事業者の利益に

与え得る影響、電子商取引プラットフォームの服務種類と技術条件等の要素について考慮することができ

る。 

プラットフォーム内事業者は証拠をもって、通知に係る専利権が国家知識産権局により無効宣告されたこと

を証明し、電子商取引プラットフォーム運営事業者はこれに基づいて必要な措置を一時停止した場合であっ

て、知的財産権利者は電子商取引プラットフォーム運営事業者が必要な措置を速やかに講じなかったと認定

するよう請求したときは、人民法院はこれを支持しない。 

11.電子商取引プラットフォーム運営事業者が下記の事由のいずれかに該当する場合、人民法院は、同事業

者が侵害行為の存在を「知るはずであった」と認定することができる。 

（1）知的財産権保護に関する規則の制定、プラットフォーム内事業者の経営資格に関する審査等の法定義

務を履行していない場合； 

（2）プラットフォーム内の「旗艦店（フラッグシップショップ）」「品牌店（ブランドショップ）」など

の文字を表示する事業者の権利証明を審査していない場合； 

（3）有効な技術的手段をとって「高倣（高精度なブランドコピー）」、「仮貨（模倣品）」等の文字を含

む侵害商品へのリンク、苦情成立後にも再び陳列された侵害商品へのリンクについてフィルタリングやブロ

ック等を行っていない場合；（4）その他の合理的な審査及び注意義務を履行していない場合。 
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最高人民法院による登録商標、企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件の審理における若干問題に

関する規定76 

 

（2008年 2月 18日最高人民法院審判委員会第 1444 回会議にて可決、2020年 12月 23日最高人民法院審

判委員会第 1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理に

おける法律応用の若干問題に関する解釈（二）』等 18件の知的財産権系司法解釈の改正に関する決定」に

よる改正） 

 

登録商標、企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件を正しく審理するために、「中華人民共和国民法

典」、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国反不正競争法」及び「中華人民共和国民事訴訟法」等

法律の規定に基づき、裁判実務を踏まえ、本規定を制定する。 

第一条 原告が、他人の登録商標に使用された文字、図形等がその著作権、意匠権、企業名称権等の先行

権利を侵害していることを理由として訴訟を提起し、民事訴訟法第百十九条の規定に適合する場合には、人

民法院はこれを受理しなければいけない。 

原告が、他人が指定商品上に使用した登録商標とその先行する登録商標が同一又は類似であることを理由

として訴訟を提起する場合には、人民法院は民事訴訟法第百二十四条第三号の規定に基づき、原告に対して

関連行政主管機関に解決を申し立てるよう告知しなければならない。ただし、他人が指定商品の範囲を超

え、又は顕著な特徴を変更、分解、組み合わせる等の方式で使用した登録商標と、その登録商標が同一又は

類似であることを理由として、原告が訴訟を提起する場合には、人民法院はこれを受理しなければならな

い。 

第二条 原告が、他人の企業名称とその先行する企業名称が同一又は類似であり、関連する公衆にその商

品の出所の混同を生じさせるに足り、反不正競争法第六条第二号の規定に違反することを理由として訴訟を

提起し、これが民事訴訟法第百十九条の規定に適合する場合には、人民法院はこれを受理しなければならな

い。 

 
76 出所：2020年 12月 31日付け最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282671.html 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力してお

りますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。 
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第三条 人民法院は、原告の訴訟請求及び争議の民事法律関係の性質に基づき、民事案件請求原因規定に

照らして、登録商標又は企業名称と先行権利が衝突する民事紛争案件の請求原因を確定し、かつ相応の法律

を適用しなければならない。 

第四条 被疑企業名称が商標権を侵害し、又は不正競争を構成する場合には、人民法院は原告の訴訟請求

及び案件の具体的情況に基づき、被告に使用差止め、使用是正等の民事責任を負わせると確定することがで

きる。 
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知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する意見77 

2011年1月11日 

ここ数年、知的財産権侵害刑事事件の処理に取り組む公安機関や人民検察院、人民法院が臨む新たな事情

や課題を解決し、知的財産権侵害の犯罪活動を法に基づいて処罰し、社会主義市場経済の秩序を維持するた

めに、刑法、刑事訴訟法及び関連の司法解釈の規定に準拠し、捜査・起訴・審判の実践と結びつけ、本意見

を制定する。 

一、知的財産権侵害犯罪事件の管轄について 

知的財産権侵害犯罪事件は、犯罪地の公安機関で立件、捜査される。必要な場合、犯罪容疑者の居住地の公

安機関で立件、捜査することができる。知的財産権侵害犯罪事件の犯罪地には、侵害製品の製造地、貯蔵

地、輸送地、販売地、そして権利侵害作品の発信や販売を行うウェブサイトのサーバーの所在地、ネットワ

ーク接続地、ウェブサイト設立者又は管理者の所在地、権利侵害作品をアップロードする者の所在地、権利

者が実際に侵害を受けた犯罪の結果の発生地が含まれる。知的財産権侵害犯罪地が複数ある場合は、最初に

受理した公安機関又は主要な犯罪地の公安機関の管轄とする。複数ある知的財産権侵害犯罪地の公安機関で

管轄について争議がある場合、共通の上級公安機関が管轄を指定する。逮捕許可の要請、送検・起訴、公訴

の提起が必要な場合は、当該公安機関の所在地の同級の人民検察院、人民法院が受理する。 

異なる犯罪容疑者や犯罪グループが地域横断で実施する同一ロットの権利侵害製品に関わる製造、貯蔵、輸

送、販売など知的財産権侵害犯罪行為に対して、併合処理の要件に合致している場合は、関係のある公安機

関はこれを合わせて立件、捜査することができる。逮捕許可の要請、審査起訴への移送、公訴の提起が必要

な場合は、当該公安機関の所在地の同級の人民検察院、人民法院が受理する。 

二、知的財産権侵害刑事事件の処理における行政法執行部門による収集、取得した証拠の効力について 

行政法執行部門が法に基づいて収集、取得、製作している物証や書証、視聴資料、検査報告書、鑑定の結

論、鑑識の記録、現場調書は、公安機関や人民検察院の審査を受け、人民法院で法廷審理における反対尋問

を受けて確認された場合は、刑事証拠として使用することができる。 

行政法執行部門で製作された証人の証言、当事者の陳述などの取調記録は、公安機関が刑事証拠として使用

する必要があると判断した場合、法に基づいて改めて収集、製作するものとする。 

 
77出所：2011年 1月 12日付け中国公安部ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

https://www.mps.gov.cn/n6557558/c3619057/content.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう

努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを

予めご了承下さい。 
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三、知的財産権侵害刑事事件における抜き取り証拠収集及び鑑定依頼の処理について 

知的財産権侵害刑事事件を処理する公安機関は、業務上の必要性に応じて抜き取り証拠収集を実施するか、

又は同級の行政法執行部門や、該当の検査機構に抜き取り証拠収集の協力を要請することができる。法律や

法規において、抜き取り実施機構又は抜き取り方法について定められている場合、所定の機構に依頼し、所

定の方法に沿うサンプル抜き取りを行うものとする。 

知的財産権侵害刑事事件を処理する公安機関、人民検察院、人民法院は、鑑定が必要な事項については、国

で認められている鑑定資格を有する鑑定機構に鑑定を依頼するものとする。 

公安機関、人民検察院、人民法院は鑑定の結論を審査し、権利者や犯罪容疑者、被告人から鑑定の結論に対

する意見を聴取するものとし、鑑定機構に対して相応の説明を要請することができる。 

四、知的財産権侵害犯罪の自訴事件における証拠収集について 

人民法院では、知的財産権侵害刑事事件の自訴事件を法に基づいて受理し、当事者が物理的な原因で入手で

きない証拠については、当事者が自訴提起時に関連する手掛かりを提供でき、人民法院に対して取得するよ

う申請した場合、人民法院は法に基づいて取得するものとする。 

五、刑法213条に定められた「同一種類の商品」の認定について 

同一名称の商品、そして同一でなくても、同じ物を指す名称の商品は、「同一種類の商品」と認定すること

ができる。「名称」とは、国家工商行政管理総局商標局が商標登録業務において商品に使用する名称を言

う。通常、「ニース協定に基づく標章の登録のための商品及びサービスの国際分類」に定められている商品

名となる。「同一でなくても、同じ物を指す名称の商品」とは、機能や目的、主な原料、消費対象、販売経

路などが同一又はほぼ同一のもので、関連公衆には同一種類の物と一般的に認められている商品を言う。 

「同一種類の商品」の認定には、権利者の登録商標の指定商品と行為者が実際に生産販売している商品とを

比較するものとする。 

六、刑法213条に定められた「その登録商標と同一の商標」の認定について 

次に掲げる項目の何れかに該当した場合、「その登録商標と同一の商標」と認定することができる。 

（一）登録商標の字体やアルファベットの大文字と小文字又は文字の横・縦配列を改変し、登録商標と軽微

な相違しかない場合。 

（二）登録商標の文字、アルファベット、数字などの間隔を改変しており、登録商標の顕著な特徴を表現す

るには影響を及ぼさない場合。 

（三）登録商標の色を改変している場合。 

（四）その他登録商標とは視覚上でほぼ差異がなく、公衆をミスリードするのに充分な商標である場合。 
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七、登録商標虚偽表示が付加されていない、又は完全には付加されていない侵害製品の金額の不法経営額

への計上について 

製造、貯蔵、輸送されている及び販売されていない登録商標虚偽表示に当たる侵害製品の金額算定の際、製

作は完了しているが、登録商標虚偽表示が付加（貼り付けも含む）されていない、又は完全には付加（貼り

付けも含む）されていない製品については、当該製品は他者の登録商標を虚偽表示しようとすることが確実

で十分な証拠により証明されれば、その金額を不法経営額に計上する。 

八、虚偽登録商標の商品を販売する犯罪事件における未販売又は一部販売済みの場合の罪判定と量刑につ

いて 

虚偽登録商標の商品であることを明らかに知りながら販売するもので、次に掲げる項目の何れかに該当する

場合、刑法214条の規定に準拠して虚偽登録商標の商品販売罪（未遂）と判定して処罰を与える。 

（一）虚偽登録商標の商品がまだ販売されておらず、商品金額が15万元以上である場合。 

（二）虚偽登録商標の商品の一部が販売されており、販売された分の金額が5万元未満だが、まだ販売して

いない虚偽登録商標の商品金額との合計額が15万元以上である場合。 

虚偽登録商標の商品がまだ販売されておらず、商品金額がそれぞれ15万元以上25万元未満、25万元以上であ

る場合は、各々刑法214条に定められている各法定刑の幅に準拠して罪を判定し処罰を与える。 

販売額と未販売分商品金額がそれぞれ異なる法定刑の幅、若しくはいずれも同一法定刑の幅に達した場合

は、より重い処罰の法定刑又は同一の法定刑の幅に準拠し、事情を斟酌して重罰を加える。 

九、他者による偽造、無断製造した登録商標標識の販売に当たる犯罪事件における未販売又は一部販売済

みの場合の罪の判定について 

他者が偽造、無断製造した登録商標標識を販売するときは、次に掲げる項目の何れかに該当する場合、刑法

215条の規定に準拠して、登録商標標識の不法製造、不法販売罪（未遂）と判定して処罰を与える。 

（一）まだ販売していない他者による偽造や無断製造の登録商標標識数が6万点以上である場合。 

（二）まだ販売していない他者による偽造や無断製造の2種類以上の登録商標標識数が3万点以上である場

合。 

（三）他者が偽造、無断製造した登録商標標識を一部販売したもので、販売された分の標識の数は2万点未

満だが、まだ販売されていない分の表示との合計数が6万点以上である場合。 

（四）他者が偽造、無断製造した2種類以上の登録商標標識を一部販売し、販売された分の標識数は1万点未

満だが、まだ販売されていない分の標識との合計数が3万点以上である場合。 

十、著作権侵害犯罪事件における「営利を目的とする」の認定について 
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販売のほか、次に掲げる項目の何れかに該当する場合、「営利を目的とする」として認定することができ

る。 

（一）他者の作品における有料の広告掲載、第三者の作品との抱き合わせなどで直接又は間接的に費用を徴

収している場合。 

（二）情報ネットワークを介して他者の作品を発信するか、又は他者がアップロードした権利侵害作品を利

用し、ウェブサイト又はウェブページ上で有料広告サービスを提供することにより、直接又は間接的に費用

を徴収している場合。 

（三）会員制でネットワークを介し他者の作品を発信することにより、会員登録費又は他の費用を徴収して

いる場合。 

（四）他者の作品を利用して利益を図るその他の場合。 

十一、著作権犯罪侵害事件における「著作権者による許諾を得ていない」の認定について 

「著作権者による許諾を得ていない」とは、通常は著作権者又はそれが授権した代理人や著作権の集団管理

組織、国の著作権行政管理部門から指定された著作権認証機構が発行する係争作品の著作権認証書類、若し

くは出版者、複製発行者がライセンス許諾書類を偽造、改ざんしていること、又はライセンス許諾の範囲を

超えていることを証明している証拠に基づき、他の証拠と合わせて総合的に認定するものとする。 

係争作品の種類が多くあり、権利者も分かれている事件では、前述のような証拠を個々に取得するのは確か

に難しいが、係争複製物は不法出版物、不法複製発行物であることを証明する証拠があり、そして出版者や

複製発行者も著作権者から許諾を得ている旨の証明資料を提供できない場合、「著作権者による許諾を得て

いない」と認定することができる。ただし、権利者が権利を放棄したり、係争作品の著作権はわが国の著作

権法から保護を受けないこと、又は著作権の保護期間を満了していることを証明する証拠がある場合は除外

される。 

十二、刑法217条に定められた「発行」の認定及び関連問題について 

「発行」には、総発行、卸売、小売、情報ネットワークを介した発信及び賃貸、展示販売などの活動が含ま

れる。 

他者の作品の不法出版や複制、発行で、著作権を侵害し犯罪となる場合は、著作権侵害罪と判定して処罰を

与える。不法経営罪などその他の犯罪として認定しない。 

十三、情報ネットワークを介した権利侵害作品発信行為の罪の判定と処罰の基準について 

営利を目的とし、著作権者による許諾を得ずに、情報ネットワークを介し他者の文字作品、音楽、映画、テ

レビ、美術、撮影、録画作品、録音録画製品、コンピュータソフトウェア及び他の作品を公衆向けに発信す
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るもので、次に掲げる項目の何れかに該当する場合、刑法217条に定められた「その他重大な情状」に該当

する。 

（一）不法経営額が5万元以上である場合。 

（二）他者の作品を発信した数が合計ベースで500点（部）以上である場合。 

（三）発信した他者の作品への実際のクリック数が5万回以上である場合。 

（四）会員制で他者の作品を発信しており、登録会員が1000人以上である場合。 

（五）金額又は数量は（一）号から（四）号に定めた基準に達していないが、うちの二つ以上の号の基準の

半分以上にそれぞれ達した場合。 

（六）その他重大な情状の場合。 

前項に定めた行為を実施し、金額や数量は前項（一）号から（五）号に定めた基準の5倍以上に達した場

合、刑法217条に定められた「その他極めて重大な情状」に該当する。 

十四、知的財産権侵害行為の数回実施時の累計額の計算について 

「最高人民法院、最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適

用に関する若干問題の解釈」12条2項により、数回にわたり知的財産権侵害行為を実施しており、行政処分

又は刑事処罰を受けていない場合の不法経営額や違法所得額又は売上額は、累計ベースで計算する。 

2年以内に、知的財産権侵害の違法行為を数回にわたって実施しており、行政処分を受けておらず、累計額

で犯罪を構成した場合は、法に基づいて罪を判定して処罰を与えるものとする。知的財産権侵害行為の実施

者に対する訴追期間は、刑法の関連規定を適用し、前述した2年の制限を受けない。 

十五、他者による知的財産権侵害の犯罪実施に対する原材料や機械設備などの提供行為の性質決定につい

て 

他者の知的財産権侵害の犯罪の実施を明らかに知りながら、権利侵害製品の生産や製造のための主な原材

料、副資材、半製品、パッケージ用材料、機械設備、ラベル標識、生産技術、調合指図書などについて幇助

するか、又はインターネット接続、サーバー預託、ネットワーク上の保存スペース、通信伝送用チャンネ

ル、集金代理、費用決済などのサービスを提供している場合は、知的財産権侵害罪の共犯者として処罰を与

える。 

十六、知的財産権侵害における1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理について 

行為者が知的財産権侵害罪を犯すと同時に、模倣品・粗悪品の生産・販売という犯罪を構成している場合、

知的財産権侵害の犯罪と模倣品・粗悪品の生産・販売の犯罪の中でより重い処罰の規定に準拠して罪を判定

し処罰を与える。  
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知的財産権侵害の刑事案件処理の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈78 

(2004 年 11 月 2 日最高人民法院審判委員会第 1331 回会議、2004 年 11 月 11 日最高人民検察院第 10 期検

察委員会 28 回会議で通過、2004 年 12 月 8 日最高人民法院、最高人民検察院公布 2004 年 12 月 22 日より

施行）法釈［2004］19 号 

 

法律に基づき知的財産権侵害の犯罪活動を処罰し、社会主義の市場経済秩序を維持し保護するため、刑法の

関係規定に基づき、ここに知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若

干問題の解釈を下記の通りとする： 

第一条 登録商標所有者の許諾を得ず、同一商品上にその登録商標と同一商標を使用し、以下に掲げる情状

の一つがある場合には、刑法第 213 条規定の「情状がひどいもの」に属し、登録商標虚偽表示罪で 3 年以

下の有期懲役又は拘留し、単独に若しくは合わせて罰金を処する。 

（一）不法経営金額が 5 万元以上又は違法所得金額が 3 万元以上の場合 

（二）二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が 3 万元以上又は不法所得金額が 2 万元以上の

場合 

（三）その他の情状がひどい場合 

以下に掲げる情状がある場合には、刑法第 213 条規定の「情状がひどい」場合に属し、登録商標虚偽表示

罪で 3 年以上、7 年以下の有期懲役、かつ、罰金を処する。 

（一）不法経営金額が 25 万元以上又は違法所得金額が 15 万元以上の場合 

（二）二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が 15 万元以上又は違法所得金額が 10 万元以上

の場合 

（三）その他の情状がひどい場合 

第二条 虚偽登録商標と知りながら販売し、販売金額が 5 万元以上の場合は、刑法 214 条規定の「金額が比

較的大きい」場合に属し、虚偽登録商標の商品販売罪で 3 年以下の有期懲役又は拘留、かつ、単独に若し

くは合わせて罰金を処する。 

販売金額が 25 万元以上の場合は、刑法第 214 条規定の「金額がきわめて大きい」場合に属し、虚偽登録商

標の商品販売罪で 3 以上、7 年以下の有期懲役、かつ、罰金を処する。 

第三条 他人の登録商標標識を偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識を販売し、以下に掲げ

 
78本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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る情状の一つがある場合には、刑法 215 条規定の「情状がひどい」場合に属し、登録商標標識の不法製

造、不法販売罪で 3 年以下の有期懲役、拘留又は管制、かつ、単独に若しくは合わせて罰金を処する。 

（一）偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が 2 万件以上、若しくは不法経営金

額が 5 万元以上、又は違法所得金額が 3 万元以上の場合 

（二）偽造、無断製造又は二種類以上の偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が 1 万件以上、若しく

は不法経営金額が 3 万元以上、又は不法所得金額が 2 万元以上の場合 

（三）その他の情状がひどい場合 

以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第 215 条規定の「情状が特にひどい」場合に属し、不法製

造、不法製造の登録商標標識の販売罪で 3 年以上、7 年以下の有期懲役、かつ、罰金を処する： 

（一）偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が 10 万件以上、若しくは不法経営金

額が 25 万元以上、又は違法所得金額が 15 万元以上の場合 

（二）偽造、無断製造又は二種類以上の偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が 5 万件以上、又は不

法経営金額が 15 万元以上、若しくは違法所得金額が 10 万元以上の場合 

（三）その他の情状が特にひどい場合 

第四条 他人の特許を虚偽表示し、下記の状況の一つがある場合、刑法第 216 条規定の「情状がひどい」場

合に属し、特許虚偽表示罪で 3 年以下の有期懲役又は拘留、かつ、単独に若しくは合わせて罰金を処す

る。 

（一）不法経営金額が 20 万元以上又は違法所得金額が 10 万元以上の場合 

（二）特許権者に 50 万元以上の直接的な経済損失をもたらした場合 

（三）二つ以上の他人の特許を偽造し、不法経営金額が 10 万元以上又は違法所得金額が 5 万元以上の場合 

（四）その他の情状がひどい場合 

第五条 営利を目的とし、刑法第 217 条で掲げる著作権侵害行為の一つを実施し、違法所得金額が 3 万元以

上の場合は、「違法所得金額が比較的大きい」場合に属す；以下に掲げる情状の一つがある場合には、「その

他の重大な情状を有する」場合に属し、著作権侵害罪で 3 年以下の有期懲役又は拘留、かつ、単独に若し

くは合わせて罰金を処する。 

（一）不法経営金額が 5 万元以上の場合 

（二）著作権者の許諾を得ず、その文字作品、音楽を複製し、発行する場合映画、テレビ、ビデオ作品、コ

ンピュータソフトウェア及びその他の作品、複製品の数量の合計が 1,000 枚（部）以上の場合 

（三）その他の情状がひどい場合 
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営利を目的とし、刑法第 217 条で掲げる著作権侵害行為の一つを実施し、違法所得金額が 15 万元以上の場

合は、「違法所得金額がきわめて大きい」場合に属す；以下に掲げる情状の一つがある場合には、「その他の

特にひどい情状を有する」場合に属し、著作権侵害罪で 3 年以上、7 年以下の有期懲役、かつ、単独に若し

くは合わせて罰金を処する。 

（一）不法経営金額が 25 万元以上の場合 

（二）著作権者の許諾を得ず、その文字作品、音楽を複製し、発行する場合映画、テレビ、ビデオ作品、コ

ンピュータソフトウェア及びその他の作品、複製品の数量の合計が 5,000 枚（部）以上の場合 

（三）その他の特に情状がひどい場合 

第六条 営利を目的とし、刑法第 218 条規定の行為を実施し、違法所得金額が 10 万元以上の場合は、「違法

所得金額がきわめて大きいもの」に属し、権利侵害複製品の販売罪で 3 年以下の有期懲役又は拘留、か

つ、単独に若しくは合わせて罰金を処する。 

第七条 刑法第 219 条規定の行為の一つを実施し、商業秘密の権利者に 50 万元以上の損失額をもたらす場

合、「権利者に重大な損失をもたらす」場合に属し、商業秘密侵害罪で 3 年以下の有期懲役又は拘留、か

つ、単独に若しくは合わせて罰金を処する。商業秘密の権利者に 250 万元以上の損失をもたらす場合は、

刑法第 219 条規定の「特に重大な結果をもたらす」場合に属し、商業秘密侵害の罪で 3 年以上、7 年以下

の有期懲役、かつ、単独に若しくは合わせて罰金を処する。 

第八条 刑法第 213 条規定の「同一商標」とは、被虚偽登録商標と完全に同一するか、又は被虚偽登録商標

と視覚上、根本的に区別がなく、公衆に商標の誤認を生じさせるのに十分である商標をいう。 

刑法第 213 条規定の「使用」とは、登録商標又は虚偽登録商標を商品、商品の包装又は容器、ならびに製

品説明書、商品取引文書に使用するか、若しくは登録商標又は虚偽登録商標を公告宣伝、展覧、ならびにそ

の他の商業活動等の行為に使用することをいう。 

第九条 刑法第 214 条規定の「販売金額」とは、虚偽登録商標の商品を販売後に取得及び得られるべきすべ

ての違法収入をいう。 

以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第 214 条規定の「知りながら」の場合に属すと認定しなけ

ればならない。 

（一）自己で販売する商品上の登録商標が改さん、交換されるか又はカバーされていることを知っている場

合 

（二）虚偽登録商標の商品を販売することにより行政処罰を受けたことがあるか、又は民事責任を負わせた

ことがあり、再び同一の虚偽登録商標の商品を販売する場合 
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（三）商標登録者の授権文書を偽造し、改さんするか、又は当該文書が偽造され、改ざんされたものである

ことを知る場合 

（四）その他に虚偽登録商標の商品状況を知るか、又は知るべき場合 

第十条 下記の行為の一つを実施する場合、刑法第 216 条規定の「他人の特許を虚偽表示」の行為に属す： 

（一）許諾を得ず、その製造又は販売する製品、製品の包装上に、他人の特許番号を付す場合。 

（二）許諾を得ず、広告又はその他の宣伝資料に、他人の特許番号を使用し、かかる技術が、他人の特許技

術だと誤認させる場合 

（三）許諾を得ず、契約書に他人の特許番号を使用し、かかる契約書に関連する技術が、他人の特許技術だ

と誤認させる場合。 

（四）他人の特許証書、特許文書又は特許出願文書を偽造又は変造する場合 

第十一条 有料広告等の掲載により直接的又は間接的に費用を受領する状況は、刑法第 217 条規定の「営利

を目的とする」場合に属す。 

刑法第 217 条規定の「著作権者の許諾を得ず」とは、著作権者の授権を得ていないか、又は著作権者の授

権許諾文書を偽造し、改さんするか、若しくは授権許諾範囲を超えることをいう。インターネット情報を通

じ、公衆に他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、ビデオ作品、コンピュータソフトウェア及びその他の作

品を発布する行為は、刑法第 217 条規定の「複製発行」とみなさなければならない。 

第十二条 本解釈にいう「不法経営金額」とは､行為者が知的財産権侵害行為を実施する過程に､権利侵害製

品の製造､貯蔵､運輸及び販売の価値をいう｡販売した権利侵害製品の価値は実際に販売した価格に依って計

算する｡製造､貯蔵､運輸及び販売されていない権利侵害製品の価値は表示価格又は精査した権利侵害製品の

実際に販売の平均価格に依って計算する｡権利侵害製品には表示価格なく､又は実際販売価格を精査できない

場合､権利侵害される製品の市場の中間価格に依って計算する。 

数回にわたり知的財産権を侵害し､かつ、行政処罰又は刑事処罰されていない行為について、不法経営金額､

違法所得金額又は販売金額の累計に依って計算する。 

本解釈の第三条に規定される「件」とは、完全な商標図案を有する一部の標識をいう。 

第十三条 刑法第 213 条の規定される登録商標を虚偽表示し､かつ、当該虚偽登録商標の商品を販売し､犯罪

を構成する場合には､刑法第 213 条の規定により､登録商標の虚偽表示罪として処罰する。 

刑法第 213 条に規定される虚偽登録商標の犯罪を実施し、且つ、他人の虚偽登録商標の商品を知っていな

がら販売し､犯罪をなした場合には､数罪併科を処する。 

第十四条 刑法第 217 条に規定される著作権侵害犯罪を実施し､且つ、当該権利侵害複製品を販売し､犯罪
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をなした場合には､刑法第 217 条の規定により､著作権侵害犯罪として処罰する。 

刑法第 217 条に規定される著作権侵害犯罪を実施し､且つ、他人の権利侵害複製品を知っていながら販売

し､犯罪をなした場合に､数罪併科を処する。 

第十五条 事業者が刑法第 213 条から第 219 条に規定される行為を実施する場合には､本解釈に規定され

る相応的な個人犯罪の三倍を基準として､罪を定め、刑を決める。 

第十六条 他人が知的財産権侵害の犯罪を実施していることを知りながら､貸付金､資金､口座､領収書､証明､

許可証明書､又は生産、経営場所、もしくは運輸､貯蔵､輸出入代理等の便利条件､協力を提供する場合は､知

的財産権侵害犯罪の共犯として､処罰する。 

第十七条 以前に公布した知的財産権侵害の犯罪に関する司法解釈は､本解釈と抵触する場合､本解釈の施行

後に、適用されないこととする。 
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知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈（二）79 

（最高人民法院、最高人民検察院 2007 年 4 月 5 日公布、公布日より施行する。） 

 

社会主義市場経済の秩序を守り、知的財産権を侵害する犯罪活動を、法に基づき処罰するために、 刑

法、刑事訴訟法の関連規定により、知的財産権侵害による刑事事件の取り扱いにおいて具体的な法律適用の

若干の問題について、次のように説明する。 

 

第１条 営利を目的とし、著作権者の許可を経ず、その文字作品、音楽、映画、テレビ、録画映像作品、コ

ンピュータソフトウェア及びその他作品を複製発行し、その複製品の合計数量が 500 枚（部）以上の場合

は、刑法第 217 条に規定する「その他の情状がひどい場合」に該当する。複製品の合計数量が 2,500 枚

（部）以上の場合は、刑法第 217 条に規定する「その他の特にひどい情状を有する」に該当する。 

第 2 条 刑法第 217 条の著作権侵害罪の「複製発行」とは、複製、発行若しくは複製し発行する行為を含

む。 

権利を侵害する製品の所有者が、広告、予約販売などの方法で権利侵害品を売り込んだ場合、刑法第 217

条に定める“発行”に該当する。 

他人の作品を違法に出版、複製、発行し、犯罪をなした場合には､著作権侵害罪として処罰する。 

第 3 条 知的財産権侵害罪が、刑法に定める執行猶予の条件に符合する場合、法に従い執行猶予を適用す

る。次の情状の一つに該当する場合は、通常、執行猶予を適用しない。 

（１）知的財産権侵害により刑事処罰や行政処罰を受けた後、再度、知的財産権侵害による犯罪をなした場

合場合。 

（２）反省の念がみられない場合。 

（３）違法所得の引渡しを拒絶した場合。 

（４）その他執行猶予を適用すべきではない状況にある場合。 

第 4 条 知的財産権侵害罪に対して、人民法院は、犯罪の違法所得、不法経営額、権利者にもたらした損失、

社会へ与える損害などの情状を総合的に考慮し、法に基づき罰金を課さなければならない。罰金額は通常、

違法所得の１倍以上５倍以下、若しくは不法経営額の５０％以上１倍以下に基づき確定する。 

第 5 条 被害者が知的財産権の侵害を証明する証拠を有する刑事事件を、人民法院へ直接起訴する場合、人

 
79本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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民法院は法に従い受理しなければならない。社会秩序と国家利益に深刻な損害を与えるような知的財産権侵

害による刑事事件は、人民検察院が法に基づき公訴を提起する。 

第 6 条 単位が刑法第 213 条から第 219 条に規定する行為を行った場合は、『知的財産権侵害による刑事事

件の取り扱いにおいて具体的に使用する法律の若干の問題に関する最高人民法院最高人民検察院の解釈』と

本解釈に定める個人犯罪に相応する量刑基準に基づき、罪状を決定し処罰する。 

第 7 条 以前に公布した司法解釈と本解釈が一致しない場合は、本解釈を基準とする。 
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知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体的応用の若干の問題に関する解釈（三）80 

（2020 年 8 月 31 日最高人民法院裁判委員会第 1811 回会議、2020 年 8 月 21 日最高人民検察院第 13

回検察委員会第 48 回会議が採択され、2020 年 9 月 14 日から施行される） 

法に基づいて知的財産権侵害犯罪を処罰し、社会主義市場経済秩序を維持するために、「中華人民共和

国刑法」「中華人民共和国刑事訴訟法」などの関連規定に基づき、知的財産権侵害刑事事件の取り扱い

における具体的な法律適用に関する若干問題について以下の通り説明する。 

第一条 次のいずれかを有する場合、刑法第二百十三条に規定されている「登録商標と同じ商標」と認

定することができる。 

（一）登録商標の字体、ローマ字の大小文字や文字の縦横排列を変更し、登録商標との間にほぼ違いが

ない場合。 

（二）登録商標の文字、ローマ字、数字などの間の間隔を変えて、登録商標との間にほぼ違いがない場

合。 

（三）登録商標の色を変えて、登録商標の著しい特徴を表すことに影響しない場合。 

（四）登録商標に商品の共通名称、型番などの著しい特徴に欠ける要素のみ追加し、登録商標の著しい

特徴を表すことに影響しない場合。 

（五）立体登録商標の三次元表示及び平面要素とほぼ違いがない場合。 

（六）その他の登録商標と基本的に区別がなく、公衆に十分誤解させる商標。 

第二条 刑法第二百一十七条に規定する作品、録音製品に通常の方式で署名した自然人、法人又は不法

人組織は、著作権者又は録音制作者と推定するものとし、かつ当該作品、録音製品に相応の権利がある

が、相反の証明がある場合を除く。 

事件に関わる作品、録音製品の種類が多く、権利者が分散している事件では、事件に関わる複製品系が

違法に出版、複製発行され、出版者、複製発行者が著作権者、録音制作者の許可を得た関連証拠資料を

提供できない場合、刑法第 217 条に規定されている「著作権者の許可を得ていない」「録音制作者の許

可を経ていない」と認定することができる。ただし、権利者が権利を放棄すること、事件に関わる作品

の著作権又は録音製品の関連権利は我が国の著作権法に保護されない、、権利保護期限が満了になるこ

 
80出所：2020年 9月 13日付け中国最高人民検察院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作

成  

https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202009/t20200913_479686.shtml#2 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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とを証明する証拠がある場合を除く。 

第三条 違法複製、授権なし又は授権範囲を超えてコンピュータ情報システムを使用するなどにより営

業秘密を盗み取る場合は、刑法第二百十九条第一項第一号に規定する「盗み取る」と認定しなければな

らない。 

賄賂、詐欺、電子侵入などで権利者の営業秘密を取得する場合は、刑法第二百十九条第一項第一号に規

定する「その他の不正手段」と認定しなければならない。 

第四条 刑法第二百十九条に規定する行為を実施する場合、以下のいずれかを有する場合、「営業秘密

の権利者に重大な損失をもたらす」と認定しなければならない。 

（一）営業秘密の権利者に与えた損失額又は営業秘密の侵害による違法所得額が三十万元以上の場合。 

（二）営業秘密の権利者が重大な経営困難により破産・倒産したことを直接生じさせる場合。 

（三）営業秘密の権利者にその他の重大な損失をもたらした場合。 

営業秘密の権利者にもたらした損失額又は営業秘密侵害による違法所得額が二百五十万元以上の場合、

刑法第二百十九条に規定された「特別重大な結果をもたらした」と認定しなければならない。 

第五条 刑法第二百十九条に規定された行為を実施することによりもたらした損失額又は違法所得額

は、次のように認定することができる。 

（一）不当な手段で権利者の営業秘密を取得し、まだ開示しなく、使用又は他人の使用を許可した場合、

損失額は当該営業秘密の合理的な許諾使用料に基づいて確定することができる。 

（二）不正な手段で権利者の営業秘密を取得した後、開示、使用又は他人の使用を許可した場合、損失

額は権利者が権利侵害による販売利益の損失によって確定することができるが、当該損失額は営業秘密

の合理的な許諾使用料を下回る場合、合理的な許諾使用料に基づいて確定する。 

（三）約定、権利者の営業秘密保持に関する要求に違反し、把握した営業秘密を開示、使用又は他人の

使用を許可した場合、損失額は権利者が権利侵害による販売利益の損失に基づいて確定することができ

る。 

（四）営業秘密が不正な手段で取得されること又は約定、権利者の営業秘密保持に関する要求に違反し、

開示、使用、使用を許可されることを明らかに知っているが、依然として取得、使用又は開示している

場合、損失額は権利者が権利侵害による販売利益の損失に基づいて確定することができる。 

（五）営業秘密侵害行為によって、営業秘密がすでに公衆に知られ、又は損失された場合、損失額は当

該営業秘密の商業的価値によって確定することができる。営業秘密の商業的価値は、当該営業秘密の研

究開発コスト、当該営業秘密を実施する収益に基づいて総合的に確定することができる。 
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（六）営業秘密を開示又は他人の使用を許可することにより得た財物又はその他の財産的利益は、違法

所得と認定しなければならない。 

前項の第二項、第三項、第四項に規定する権利者が権利侵害による販売利益の損失は、権利者が権利侵

害による販売量の減少の総数かける権利者の製品ごとの合理的利益をもって確定することができる。販

売量の減少の総数が確定できない場合、侵害製品の販売量かける権利者の製品ごとの合理的な利益をも

って確定することができる。権利者が権利侵害による販売量の減少の総数及び製品ごとの合理的利益は

いずれも確定できない場合、侵害製品の販売量かける侵害製品ごとの合理的な利益をもって確定するこ

とができる。営業秘密はサービス等の他の経営活動に使用される場合、損害額は権利者の権利侵害によ

って減少する合理的な利益によって確定することができる。 

営業秘密の権利者は、商業運営、商業計画に対する損失を軽減し、又はコンピュータ情報システムの安

全、他のシステム安全を再回復するために支出した救済費用を、営業秘密の権利者にもたらす損失に計

上しなければならない。 

第六条 刑事訴訟手続において、当事者、弁護人、訴訟代理人又は事件外部者は書面にて関連する営業

秘密又はその他の秘密保持が必要な商業情報の証拠、資料に対して秘密保持措置を取るよう申請する場

合、事件の状況に応じて、訴訟参加者を組織して秘密保持誓約書に署名するなど必要な秘密保持措置を

講じなければならない。 

前項の秘密保持措置に関する要求又は法律法規に規定された秘密保持義務に違反した場合、法により相

応の責任を負う。刑事訴訟手続において他人が接触、取得した営業秘密を無断で開示、使用又は他人の

使用を許諾する場合、刑法第 219 条の規定に適合する場合、法により刑事責任を追及する。 

第七条 特殊な状況を除き、偽登録商標の商品、違法に製造された登録商標の表示、著作権を侵害した

複製品、主に偽登録商標、登録商標の表示又は侵害複製品を製造するための材料と工具は、法により回

収と廃棄をしなければならない。 

上記の物品は民事、行政事件の証拠として使用する必要がある場合、権利者の申請を経て、民事、行政

事件の終結後、又はサンプリング、撮影等の方式で証拠を固定した後廃棄することができる。 

第八条 次のいずれかを有する場合、情状を酌量して重い処罰をすることができ、通常は執行猶予を適

用しない。 

（一）主に知的財産権の侵害を業としている場合 

（二）知的財産権を侵害して行政に処罰された後、再度知的財産権を侵害して犯罪を構成する場合。 

（三）重大自然災害、事故災害、公共衛生事件の間に、災害救援、防疫物資などの商品の登録商標を偽
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造した場合 

（四）違法所得を出さない場合。 

第九条 次のいずれかを有する場合、情状を酌量して軽く処罰することができる。 

（一）罪と処罰を認める場合。 

（二）権利者の了解を得た場合。 

（三）罪を悔悟する態度を持つ場合。 

（四）権利者の営業秘密を不正な手段で取得した後、まだ開示、使用しない又は他人の使用を許可しな

い場合。 

第十条 知的財産権を侵害する犯罪については、犯罪違法所得額、不法経営額、権利者にもたらした損

失額、侵害模倣品数量及び社会的危害性などの情状を総合的に考慮し、法により罰金を科さなければな

らない。 

罰金額は通常、違法所得額の倍以上の 5 倍以下で確定する。違法所得額が調べられない場合、罰金額は

通常不法経営額の 50%以上倍以下で確定する。違法所得額と不法経営額はいずれも調べられない場合、

3 年以下の有期懲役、拘役、管制又は単に罰金を科すと言い渡した場合、通常 3 万元以上 100 万元以下

で罰金額を確定する。3 年以上の有期懲役を言い渡した場合、通常 15 万元以上 5 百万元以下で罰金額

を確定する。 

第十一条 本解釈が施行された後、以前に発表された司法解釈と規範性文書は本解釈と一致しない場合、

本解釈を基準とする。 

第 12 条 本解釈は 2020 年 9 月 14 日から施行する。 
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公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する規定（一）(抜粋)81 

（公通字[2008]36 号） 

最高人民检察院 

公安部 

2008 年 6 月 25 日 

 

第二十六条［著作権侵害事件（刑法第二百十七条)] 

営利を目的とし、著作権者の許諾を得ずにその文字による著作物、音楽、映画、テレビ、録画物、コ

ンピュータソフトウェア及びその他の著作物を複製・発行し、又は他人が専用出版権を享有する図書を

出版し、又は録音録画製作者の許諾を得ずにその製作した録音録画を複製・発行し、又は他人の氏名表

示を詐称した美術著作物を製作、販売し、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合は、立件・

訴追しなければならない。 

（一）違法所得額が 3 万元以上であった場合。 

（二）不法経営額が 5 万元以上であった場合。 

（三）著作権者の許諾を得ずにその文字による著作物、音楽、映画、テレビ、録画物、コンピュータ

ソフトウェア及びその他の著作物を複製・発行し、その複製品が計 500 枚（部）以上であった場合。 

（四）録音録画製作者の許諾を得ずにその製作した録音録画製品を複製・発行し、その複製品が計 500

枚（部）以上であった場合。 

（五）その他情状が深刻な場合。 

有料広告の掲載等の方式で費用を直接的又は間接的に徴収する状況は、本条に規定する「営利を目的

とする」ことに該当する。 

本条に規定する「著作権者の許諾を得ずに」とは、著作権者の授権を得ていない状況、又は著作権者

の授権・許諾文書を偽造、改竄した状況、又は授権・許諾範囲を超えた状況を指す。 

本条に規定する「複製・発行」には、複製行為、発行行為、又は複製＆発行行為が含まれる。 

情報ネットワークを通じて他人の文字による著作物、音楽、テレビ、録画物、コンピュータソフトウ

ェア及びその他の著作物を公衆に送信する行為、又は情報ネットワークを通じて他人が製作した録音録

 
81出所：下記ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

https://www.cmu.edu.cn/gac/info/1726/3389.htm 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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画製品を送信する行為は、本条に規定する「複製・発行」と見なさなければならない。 

侵害製品の所持者が広告、購読募集等の方式で侵害製品を売り込む行為は、本条に規定する「発行」

に該当する。 

本条に規定する「不法経営額」とは、行為者が知的財産権侵害行為の実施過程において製造、在庫、

輸送、販売を行った侵害製品の価値を指す。販売された侵害製品の価値は、実際の販売価格で計算され

る。製造、在庫、輸送中及び未販売の侵害製品の価値は、表示価格又は判明した侵害製品の実際の平均

販売価格で計算される。侵害製品に価格が表示されていない又はその実際の販売価格が判明できない場

合は、被侵害製品の市場中間価格で計算される。 

第二十七条［侵害複製品販売事件（刑法第二百十八条)] 

営利を目的とし、刑法第二百十七条に規定する侵害複製品であることを明らかに知っていながら販売

し、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければならない。 

（一）違法所得額が 10 万元以上であった場合。 

（二）違法所得額が上記金額基準に達していないが、販売されていない侵害複製品の価値額が 30 万

元以上に達した場合。 
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公安機関の管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する 

最高人民検察院、公安部の規定（二）（抜粋）82 

2010 年 5 月 7 日 

第六十九条［登録商標詐称事件（刑法第二百十三条）］ 

登録商標の所有者の許諾を得ずに、同一種類の商品にその登録商標と同一の商標を使用し、次の各号

に掲げる状況のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければならない。 

（一）不法経営額が 5 万元以上、又は違法所得額が 3 万元以上であった場合。 

（二）2 種類以上の登録商標を詐称し、不法経営額が 3 万元以上、又は違法所得額が 2 万元以上であ

った場合。 

（三）その他情状が深刻な場合。 

 

第七十条［登録商標を詐称した商品販売事件（刑法第二百十四条）］ 

登録商標を詐称した商品であることを明らかに知っていながら販売し、次の各号に掲げる状況のいず

れかに該当する場合は、立件・訴追しなければならない。 

（一）販売額が 5 万元以上であった場合。 

（二）販売されていないが、貨物の価値額が 15 万元以上であった場合。 

（三）販売額が 5 万元未満であったが、販売額と販売されていない貨物の価値額の合計が 15 万元以

上であった場合。 

 

第七十一条［登録商標の標識の不法製造、不法製造された登録商標の標識の販売事件（刑法第二百十

五条）］ 

他人の登録商標の標識を偽造、無断で製造し又は偽造、無断で製造された登録商標の標識を販売し、

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければならない。 

（一）登録商標の標識の偽造、無断製造数又は偽造、無断で製造された登録商標の標識の販売数が 2

万点以上、又は不法経営額が 5 万元以上、又は違法所得額が 3 万元以上であった場合。 

（二）2 種類以上の登録商標の標識の偽造、無断製造数又は偽造、無断で製造された 2 種類以上の登

録商標の標識の販売数が 1 万点以上、又は不法経営額が 3 万元以上、又は違法所得額が 2 万元以上であ

 
82出所：華律ウェブサイト： 

https://www.66law.cn/laws/101220.aspx 
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った場合。 

（三）その他情状が深刻な場合。 

 

第七十二条［専利詐称事件（刑法第二百十六条）］ 

他人の専利を詐称し、次の各号に係る状況のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければなら

ない。 

（一）不法経営額が 20 万元以上、又は違法所得額が 10 万元以上であった場合。 

（二）専利権者に与えた直接経済損失が 50 万元以上であった場合。 

（三）2 つ以上の他人の専利を詐称し、不法経営額が 10 万元以上、又は違法所得額が 5 万元以上で

あった場合。 

（四）その他情状が深刻な場合。 

 

第七十三条［営業秘密侵害事件（刑法第二百十九条）］ 

営業秘密を侵害し、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければなら

ない。 

（一）営業秘密の権利者に与えた損失額が 50 万元以上であった場合。 

（二）営業秘密侵害による違法所得額が 50 万元以上であった場合。 

（三）それにより営業秘密の権利者が破産した場合。 

（四）その他営業秘密の権利者に重大な損失をもたらした場合。 

 

第七十四条［営業上の信用、商品の名誉毀損事件（刑法第二百二十一条）］ 

虚偽事実を捏造しかつ流布させ、他人の営業上の信用、商品の名誉を毀損し、次の各号に掲げる状況

のいずれかに該当する場合は、立件・訴追しなければならない。 

（一）他人に与えた直接経済損失額が 50 万元以であった場合。 

（二）上記金額基準に達していないが、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合。 

1. インターネット又はその他のメディアを利用して他人の営業上の信用、商品の名誉を公に毀損

した場合。 

2. それにより会社、企業等の機構が 6 ヶ月以上も営業停止、生産停止し、又は破産した場合。 

（三）その他他人に重大な損失を与えた又はその他の深刻な情状があった場合。 
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知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定83 

『最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定』は 2020 年 11 月 9 日付けで

最高人民法院審判委員会の第 1815 回会議にて可決されたので、ここに公布する。同規定は、2020 年 11 月

18 日から施行する。 

  最高人民法院 

  2020 年 11 月 16 日 

法釈〔2020〕12 号 

最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定 

  （2020 年 11 月 9 日に最高人民法院審判委員会の第 1815 回会議において可決された。同

規定は、2020 年 11 月 18 日から施行する。） 

 

当事者が法により訴訟権利を行使することを保障し、利便性を与え、人民法院が知的財産権に係る民

事事件を公正かつ適時に審理することを保証するために、『中華人民共和国民事訴訟法』等の関連法律

の規定に基づき、知的財産権に係る民事審判の現状に合わせて、本規定を制定した。 

第一条 知的財産権に係る民事訴訟の当事者は、信義誠実の原則を遵守し、法律及び司法解釈の規定

に従い、積極的、全面的、正確かつ誠実に証拠を提出しなければならない。 

第二条 当事者は、自らの主張について、証拠を提出して証明しなければならない。事件の審理状況

に応じて、人民法院は民事訴訟法第六十五条第二項の規定を適用し、当事者の主張及び要証事実、当事

者の証拠保有状況、挙証能力等に基づき、当事者に対して関連証拠を提出するよう要求することができ

る。 

第三条 専利方法で製造された製品が新製品ではない場合、専利権侵害紛争の原告は以下の事実を挙

証により証明しなければならない。 

（一）被告が製造した製品と専利方法で製造された製品とが同一製品に該当すること。 

（二）被告が製造した製品は専利方法により製造された可能性が高いこと。 

（三）被告が専利方法を使用したことを証明するため、原告が合理的な努力を尽くしたこと。 

原告が前項の挙証を完了した後、人民法院は被告に対しその製品の製造方法が専利方法と異なること

を挙証により証明するよう要求することができる。 

 
83出所：2020 年 11 月 16 日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-272241.html 
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第四条 被告は法により合法的出所の抗弁を主張する場合、合法的な購入ルート、合理的な価格及び

直接的なサプライヤー等を含む、被疑侵害製品、複製品が合法的に取得されたという事実を挙証により

証明しなければならない。 

被告から提出された被疑侵害商品、複製品の出所に係る証拠が、その合理的な注意義務の程度に相当

するものである場合、前項にいう挙証が完了されたと認定するとともに、被疑侵害製品、複製品が知的

財産権を侵害していることを知らなかったと推定することができる。被告の経営規模、専門性程度、市

場取引習慣等は、その合理的な注意義務を確定するための証拠とすることができる。 

第五条 知的財産権非侵害確認訴訟を提起する原告は、以下の事実を挙証により証明しなければなら

ない。 

（一）被告が原告に対して侵害警告を出したか又は原告に対して侵害苦情を申し立てたこと。 

（二）原告が被告に対して訴権の行使を催告したこと及び催告時間、送達時間。 

（三）被告が合理的な期限内において訴訟を提起しなかったこと。 

第六条 法定期限内において行政訴訟が提起されなかった行政行為によって認定された基本事実、又

は行政行為によって認定された基本事実の、既に発効した判決によって確認された部分に関しては、こ

れを覆すに十分な反対証拠がない限り、当事者は知的財産権に係る民事訴訟においてこれを再証明する

必要がない。 

第七条 権利者が知的財産権侵害行為を発見又は証明するために、自ら又は他人に委託して、普通の

購入者の名義で被疑侵害者から権利侵害物品を購入することで取得した実物、書類等は、被疑侵害者の

権利侵害を起訴するための証拠とすることができる。 

被疑侵害者が他人の行動に基づいて知的財産権侵害行為を実施することで形成された証拠は、権利者

がその権利侵害を起訴するための証拠とすることができる。ただし、被疑侵害者が権利者の証拠取得行

為のみに起因して、知的財産権侵害行為を実施した場合は、この限りではない。 

第八条 中華人民共和国の域外で形成された以下の証拠について、当事者が、当該証拠が公認、認証

等の証明手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てた場合、人民法院はこれを

支持しない。 

（一）法的効力が生じた人民法院の判決により確認されたもの。 

（二）仲裁機構による発効した裁決により確認されたもの。 

（三）公的に、又は公的なルートから取得できる公開されている出版物、専利文献等。 

（四）他の証拠で真実性を証明できるもの。 
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第九条 中華人民共和国の域外で形成された証拠が次のいずれかの状況に該当する場合であって、当

事者が、当該証拠が認証手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てたときは、

人民法院はこれを支持しない。 

（一）異議を申し立てた当事者が証拠の真実性を明確に認めた場合。 

（二）他方当事者が証人の証言を提出して証拠の真実性を確認し、かつ、証人が虚偽の証言をした場

合には処罰を受ける覚悟があると明確に表明した場合。 

前項第二号にいう証人による虚偽の証言が、民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人

民法院は法により処理する。 

第十条 民事訴訟法第五十九条、第二百六十四条の規定に従い、第一審の手続において委任状の公証、

認証又はその他証明手続きが完了した場合、その後の訴訟手続において、人民法院は当該委任状の上記

証明手続を不要とすることができる。 

第十一条 人民法院は、当事者又は利害関係者による証拠保全の申立に対して、以下の要素を考慮し

て審査しなければならない。 

（一）申立人がその主張に関する初歩的証拠を提出したかどうか。 

（二）申立人が自ら証拠を収集することができるかどうか。 

（三）証拠滅失又は以後取得困難の可能性及びその要証事実の証明への影響。 

（四）講じ得る保全措置による証拠保有者への影響。 

第十二条 人民法院が証拠保全を行うにあたっては、証拠の効果的な固定を目的として、保全対象物

の価値の損害及び証拠保有者の通常の生産経営への影響を最小限に抑えなければならない。 

証拠保全が技術方案に関わる場合、現地調査の書面記録、作図、撮影、録音、録画、設計と製造図面

の複製等の保全措置を講じることができる。 

第十三条 当事者が正当な理由なく証拠保全への協力を拒否するか又は証拠保全を妨害し、証拠の保

全ができなくなった場合、人民法院は、その当事者が不利な結果を負うと確定することができる。民事

訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院は法により処理する。 

第十四条 人民法院が保全措置を講じた証拠について、当事者が勝手に証拠の実物の解体・取替え、

証拠資料の改ざん又はその他の証拠破壊の行為を実施することにより、証拠が使用できなくなった場合、

人民法院は、その当事者が不利な結果を負担すると確定することができる。民事訴訟法第百十一条に規

定する事由にあたる場合、人民法院は法により処理する。 

第十五条 人民法院は、証拠保全を行うにあたって、当事者又は訴訟代理人の立ち会いを要求するこ
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とができ、必要な場合、当事者の申立により専門知識のある者の立ち会いを通知するか、又は技術調査

官を指定して証拠保全に参加させることができる。 

証拠を訴外者が保有している場合、人民法院は、その保有している証拠に対して保全措置を講じるこ

とができる。 

第十六条 人民法院は、証拠保全を行うにあたって、記録、保全証拠リストを作成し、保全の時間、

場所、実施者、立会人、保全の経緯、保全対象物の状態を記録し、実施者、立会人に署名又は押印させ

なければならない。関係者が署名又は押印を拒否した場合は、保全の効力に影響を及ぼさない。人民法

院は書面記録に明記しかつ撮影、録画することができる。 

第十七条 被申立人が証拠保全の範囲、措置、必要性等について異議を申し立て、かつ関連する証拠

を提出した場合であって、人民法院が審査により異議申立の理由が成立すると判断したときは、証拠保

全を変更、終了、解除することができる。 

第十八条 申立人が保全された証拠の使用を放棄したが、保全された証拠が事件の基本事実の判明又

はその他の当事者の主張のための使用に関わる場合、人民法院は当該証拠を審査・認定することができ

る。 

第十九条 人民法院は以下の要証事実に係る専門的問題について鑑定を委託することができる。 

（一）被疑侵害技術方案と専利に係る技術方案、従来技術の対応する技術特徴の、手段、機能、効果

等の面における類似点及び相違点。 

（二）被疑侵害作品と、権利を主張する作品の類似点及び相違点。 

（三）当事者の主張する営業秘密と所属分野において既に公知となっている情報の類似点及び相違点、

被疑侵害情報と営業秘密の類似点及び相違点。 

（四）被疑侵害物と登録品種の特徴、特性における類似点及び相違点、その相違点が非遺伝的変動に

よるものかどうか。 

（五）被疑侵害集積回路配置図設計と保護を求める集積回路配置図設計の類似点及び相違点。 

（六）契約に係る技術に欠陥があるかどうか。 

（七）電子データの真実性、完全性。 

（八）鑑定を委託すべきその他の専門的問題。 

第二十条 人民法院の許可又は双方当事者の同意を得て、鑑定人は鑑定に係る検査事項の一部を他の

検査機構に委託して検査させることができ、鑑定人は検査結果に基づいて発行した鑑定意見について法

的責任を負うものとする。 
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第二十一条 鑑定業務分野において、鑑定人と鑑定機構の統一登記管理制度が実施されていない場合、

人民法院は、『最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定』第三十二条に定める鑑定人の選

任手続に従い、相応する技術水準のある専門機構、専門家を確定し、鑑定を行わせることができる。 

第二十二条 人民法院は、各当事者の意見を聴取し、当事者が提供した証拠に基づいて鑑定の範囲を

確定しなければならない。鑑定中に一方の当事者が鑑定範囲の変更を申し立て、他方の当事者に異議が

なかった場合、人民法院はこれを許可することができる。 

第二十三条 人民法院は以下の要素を踏まえて鑑定意見を審査しなければならない。 

（一）鑑定人が相応の資格を有するかどうか。 

（二）鑑定人が関連の専門的問題を解決するために持つべき知識、経験及びスキルを有するかどうか。 

（三）鑑定方法及び鑑定手続が規範に合っているかどうか、技術手段が信頼できるかどうか。 

（四）送検資料が当事者の証拠質疑を受けておりかつ鑑定条件を満たしているかどうか。 

（五）鑑定意見の根拠が十分であるかどうか。 

（六）鑑定人に忌避すべき法定事由があるかどうか。 

（七）鑑定人が鑑定中において私情で法を曲げ不正を働くか又は公正な鑑定に影響を与えるその他の

状況があるかどうか。 

第二十四条 挙証責任を負う当事者が人民法院に対し、証拠を支配している他方当事者による証拠提

出を命じるよう書面にて申し立て、申立理由が成立する場合、人民法院は裁定を下し、その提出を命じ

なければならない。 

第二十五条 人民法院が法により当事者に関連証拠の提出を要求したが、その当事者が正当な理由な

く提出を拒否し、虚偽の証拠を提出し、又は証拠の使用不可をもたらすその他の行為を実施した場合、

人民法院は、当該証拠に係る証明事項に関する他方当事者の主張が成立すると推定することができる。 

当事者が前項に掲げる行為を実施し、民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院

は法により処理する。 

第二十六条 証拠が営業秘密又は秘密として保持すべきその他の商業情報に関わる場合、人民法院は、

関連訴訟参加者が当該証拠に接触する前に、その訴訟参加者に対し、秘密保持契約の締結、秘密保持承

諾書への署名を要求するか、又は裁定等の法律文書で本件訴訟以外のいかなる目的で訴訟手続中に接触

した秘密情報を開示、使用又は他人の使用を許可してはならないよう命じなければならない。 

当事者が前項にいう証拠に接触する人員の範囲を制限するよう申し立てた場合、人民法院は審査を経

て確かに必要があると認めた場合、これを許可しなければならない。 
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第二十七条 証人は、出廷・証言し、裁判官の質問を受けなければならない。 

双方当事者の同意及び人民法院の許可を得て、証人が出廷しない場合、人民法院は当該証人の証言に

対する当事者の証拠質疑を組織しなければならない。 

第二十八条 当事者は、専門知識のある者を出廷させ、専門的な問題について意見を提出するよう申

し立てることができる。当事者は法廷の許可を経て専門知識のある者に質問することができる。 

第二十九条 人民法院が技術調査官を指名して開廷前会議、開廷審理に参加させた場合、技術調査官

は、事件に係る技術問題について、当事者、訴訟代理人、専門知識のある者、証人、鑑定人、実地調査

人等に質問することができる。 

第三十条 当事者が公文書に対して異議を申し立て、かつそれを覆すに十分な反対証拠を提出した場

合、人民法院は当該公文書を採用しないものとする。 

公文書に対する当事者の異議申立の理由が成立した場合、人民法院は、公証機構に書面による説明の

発行又は公文書の補正を要求するとともに、その他の関連証拠を踏まえて当該公証文書を審査・認定す

ることができる。 

第三十一条 当事者から提出された財務帳簿、会計証憑、販売契約書、入出荷書類、上場企業の年次

報告書、株式募集目論見書、ウェブサイト又はパンフレット等の関連記載、機器システムに記憶されて

いる取引データ、第三者プラットフォームで統計された商品流通データ、評価報告書、知的財産権ライ

センス契約及び市場監督管理、税務、金融部門の記録等は、当事者の主張する知的財産権侵害に係る賠

償額を証明するための証拠として使用することができる。 

第三十二条 当事者が知的財産権ライセンス料の合理的な倍数を参照して賠償額を確定すると主張

した場合、人民法院は以下の要素を考慮し、ライセンス料の証拠を審査・認定することができる。 

（一）ライセンス料が実際に支払われたかどうか及び支払方法、ライセンス契約が実際に履行された

かどうか又は届出されたかどうか。 

（二）ライセンスの権利内容、方式、範囲、期間 

（三）ライセンシーとライセンサーに利害関係があるかどうか。 

（四）業界におけるライセンスの通常基準。 

第三十三条 本規定は 2020 年 11 月 18 日から施行する。これまでに当院から発表された関 

連司法解釈が本規定と一致しない場合、本規定に準じる。 
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最高人民法院 

知的財産権紛争行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定84 

（2018年11月26日に最高人民法院裁判委員会第1755回会議で可決。2019年1月1日から施行） 

知的財産紛争の行為保全事件の正確な審査を図り、当事者の適法な権益を有効に保護するため、

「中華人民共和国民事訴訟法」「中華人民共和国特許法」「中華人民共和国商標法」「中華人民共和

国著作権法」等の法律の規定に基づき、裁判、執行活動の実際を考慮して本規定を定める。 

第1条 本規定における知的財産紛争とは、「民事事件の事由規定」における知的財産及び競争の紛

争をいう。 

第2条 知的財産紛争の当事者が、判決、裁定又は仲裁裁定の確定前に、民事訴訟法第100条、第101

条の規定に基づいて行為保全を申請した場合、裁判所は受理しなければならない。 

知的財産許諾契約の被許諾者が知的財産権侵害行為の提訴前の仮差止を申し立てる場合、独占的許

諾契約の被許諾者は単独で裁判所に申し立てることができ、排他的許諾契約の被許諾者は、権利者が

申し立てないときに、単独で申し立てることができ、通常許諾契約の被許諾者は、権利者から自分の

名義での提訴に関する明確な承認を得たときに、単独で申し立てることができる。 

第3条 提訴前の行為保全を申請する場合、被申請者の所在地の、かかる知的財産紛争の管轄権を有

する裁判所、又は、事件に関して管轄権を有する裁判所に申請しなければならない。 

当事者が仲裁を約定した場合、前項に掲げる裁判所に行為保全を申請しなければならない。 

第4条 裁判所に行為保全を申請する場合、申請書及びその証拠を提出しなければならない。申請書

に以下の事項を明記する必要がある。 

（1）申請者及び被申請者の身分、郵送住所、連絡先。 

（2）申請する行為保全措置の内容及び期間。 

（3）被申請者の行為によって、申請者の適法な権益が回復し難い損害を蒙るか、又は事件の裁決が

困難になる見込みなど、損害に関する詳細な説明を含む、申請の根拠となる事実、理由。 

（4）行為保全の担保提供に係る財産情報又は資本信用証明、又は担保不要の理由。 

（5）その他の記載すべき事項。 

第5条 裁判所は行為保全措置の実施を裁定する前に、申請者及び被申請者への事情聴取を行わなけ

 
84出所：2018 年 12 月 13 日付け中国最高人民法院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-135341.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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ればならないが、緊急事態の場合、又は、事情聴取が保全措置の執行に影響し得る場合などは除く。 

裁判所は、行為保全措置の実施又は申請却下の裁定をしたとき、申請者、被申請者に裁定書を送ら

なければならない。被申請者に裁定書を送ると、保全措置の実施に影響し得る場合、裁判所は保全措

置の実施後に適時に、遅くとも5日以内に被申請者に裁定書を送らなければならない。 

当事者が仲裁中に行為保全を申請する場合、仲裁機関を通じて裁判所に申請書、仲裁事件受理通知

書等の関係資料を提出しなければならない。裁判所は、行為保全措置の実施又は申請却下を裁定した

とき、裁定書を当事者に送るとともに、仲裁機関に通知しなければならない。 

第6条 下記のいずれか1つに該当し、行為保全措置を直ちに実施しないと、申請者の利益が損なわれ

る場合、民事訴訟法第100条、第101条に掲げる「緊急事態」に該当すると認定できる。 

（1）申請者の営業秘密が不法に開示される見込みの場合。 

（2）申請者の公開権、プライバシー権等の人格権が侵害される見込みの場合。 

（3）係争知的財産権が不法に処分される見込みの場合。 

（4）申請者の知的財産権が見本市等の時効性の強い場面において侵害されているか、又は侵害され

る見込みの場合。 

（5）時効性の強い人気番組が侵害されているか、又は侵害される見込みの場合。 

（6）行為保全措置を直ちに実施すべきその他の場合。 

第7条 裁判所は、行為保全申請を審査するとき、下記のことを総合的に勘案しなければならない。 

（1）申請者の請求が、事実上の裏付け及び法律上の根拠を有するか。保護を求める知的財産権の効

力が安定であるか。 

（2）行為保全措置を実施しない場合、申請者の適法な権益が回復し難い損害を蒙るか、又は事件の

裁決が困難になるなどの損害が発生するか。 

（3）行為保全措置の不実施による申請者の損害が、行為保全措置の実施による被申請者の損害を超

えるか。 

（4）行為保全措置の実施が社会公共利益を損なうか。 

（5）勘案すべきその他のこと。 

第8条 裁判所は、申請者の保護を求める知的財産権の効力が安定であるかを審査、判断するとき、

下記のことを総合的に勘案しなければならない。 

（一）かかる権利のカテゴリー又は属性。 

（二）かかる権利が実体審査を受けたか。 
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（三）かかる権利が無効審判中又は異議申立中であるか。無効になる可能性又は取消される可能

性。 

（四）かかる権利に帰属問題があるか。 

（五）かかる権利の効力が不安定になり得るその他のこと。 

第9条 申請者が実用新案権又は意匠権をもって行為保全を申請する場合、国務院特許行政部門によ

る調査報告書、権利評価報告書又は特許審判委員会による当該権利の有効審決を提出しなければなら

ない。申請者が正当な理由なく提出しない場合、裁判所はその申請を却下すると裁定しなければなら

ない。 

第10条 知的財産及び不正競争紛争の行為保全事件において、下記のいずれか1つの事情がある場

合、民事訴訟法第101条に掲げる「回復し難い損害」に該当すると認定できる。 

（1）被申請者の行為が、申請者の享受しているのれん又は公開権、プライバシー権等の人格的な権

利への侵害になり、かつ取り戻しのつかない損害をもたらす見込みの場合。 

（2）被申請者の行為によって、侵害行為の深刻化及び申請者の損害の顕著な増大が起こる見込みの

場合。 

（3）被申請者の侵害行為によって、申請者のかかる市場シェアの顕著な減少が発生する見込みの場

合。 

（4）申請者にその他の回復し難い損害をもたらす場合。 

第11条 申請者は、行為保全を申請するとき、法律に照らして担保を提供しなければならない。 

申請者が提供する担保額は、侵害行為の差し止めに係る製品の販売利益、保管費用等の合理的な損

失を含む、行為保全措置の執行により被申請者が蒙り得る損失に相当するものでなければならない。 

行為保全措置の執行中において、被申請者のこれにより蒙り得る損失が申請者の担保額を超えた場

合、裁判所は申請者にその分の担保追加を求めることができる。申請者が追加しない場合、保全措置

の解除又は一部解除を裁定することができる。 

第12条 裁判所が実施する行為保全措置は通常、被申請者の担保提供により解除されるものではない

が、申請者が同意する場合は除く。 

第13条 裁判所は、行為保全措置の実施を裁定したとき、申請者の請求又は事件の具体的な状況等に

応じて、保全措置の期間を合理的に決定しなければならない。 

知的財産権侵害行為への差し止め命令の効力は通常、事件の裁判が確定する時点まで維持しなけれ

ばならない。 
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裁判所は申請者の請求、担保の追加等に応じて、保全措置の継続実施を裁定することができる。申

請者が保全措置の継続実施を請求する場合、期間満了日の7日前までに申し立てなければならない。 

第14条 当事者が行為保全の裁定を不服として異議申立てを行った場合、裁判所は異議申立ての受領

から10日以内に審査して裁定しなければならない。 

第15条 裁判所が行為保全を実施する方法及び措置は、執行手続きに関する規定に基づいて扱う。 

第16条 下記のいずれか1つの事情がある場合、民事訴訟法第105条に掲げる「申請不当」に該当す

ると認定できる。 

（1）申請者が行為保全措置の実施から30日以内に提訴又は仲裁申請を法律に照らして行わなかった

場合。 

（2）行為保全措置が、保護を求める知的財産権が無効になったなどの理由により最初から不当なも

のであった場合。 

（3）被申請者の知的財産権侵害又は不正競争の差し止めを申請したが、確定した裁判では侵害又は

不正競争の不成立が認定された場合。 

（4）申請不当に該当するその他の場合。 

第17条 当事者が行為保全措置の解除を申請し、裁判所が申請を受領した後、審査を経て「中華人民

共和国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第166条に規定する事由に適合すると判断する

場合、5日以内に解除を裁定しなければならない。 

民事訴訟法第105条に掲げる賠償責任は、申請者が行為保全申請を取り下げるか又は行為保全措置の

解除を申請することによって免除されるものではない。 

第18条 被申請者が民事訴訟法第105条の規定に基づいて提起する賠償訴訟は、申請者が提訴前の行

為保全を申請した後に提訴しなかったか又は当事者が仲裁を約定した場合には、保全措置を実施した

裁判所により管轄されるが、申請者が提訴した場合には、その提訴を受理した裁判所により管轄され

る。 

第19条 申請者が行為保全、財産保全又は証拠保全をともに申請した場合、裁判所は法律に照らして

各保全申請が条件を満足するかをそれぞれ審査して裁定しなければならない。 

被申請者の財産移転、証拠隠滅等の行為により保全の目的が達成できなくなることを防ぐため、裁

判所は事件の具体的な状況に応じて、各保全措置の執行順序を決めることができる。 

第20条 申請者は、行為保全を申請するとき、行為保全措置の実施申請に関する「訴訟費用支払方

法」の規定に基づいて申請費を支払わなければならない。 
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第21条 本規定は2019年1月1日から施行される。最高人民法院が以前に発表した関係司法解釈と本

規定に不一致がある場合、本規定に準じる。 
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3. 主要行政法規 

 

専利行政法執行弁法（2015年改正）85 

（2010年12月29日国家知識産権局令第60号により発布 2015年5月29日発布した国家知識産権局第71

号『国家知識産権局の「専利行政法執行弁法」の改正に関するする決定』）により改正）  

局 長 田力普  

2015年5月29日  

第一章  総 則  

第一条  法により行政を深く推進し、専利行政法執行行為の規範化を図り、専利権者及び社会公衆の

合法的権益を保護し、社会主義市場経済秩序を守るため、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共

和国専利法実施細則」及びその他の関連法律法規に基づいて、本弁法を制定する。  

第二条  専利業務管理部門が専利権侵害紛争の処理、専利紛争の調停及び専利詐称行為の取締りとい

った専利行政法執行を行う場合に、本弁法を適用する。  

第三条  専利業務管理部門は専利権侵害紛争を処理するとき、事実に依拠し、法律に基準として、

「公正、適時」という原則に従わなければならない。  

専利業務管理部門は専利紛争を調停するとき、「自由意志、合法的」という原則に従い、事実及び是

非を明らかにする上、当事者が相互理解し、調停協議に合意するように仕向けなければならない。  

専利業務管理部門は専利詐称行為を取締とき、事実に依拠し、法律に基準として、「公正、公開」と

いう原則に従わなければならない。与える行政処罰は違法行為の事実、性質、経緯及び社会への危害

に相当するものでなければならない。  

第四条  専利業務を管理する部門は、専利行政の法執行力の整備を強化し、執行者の資格管理を厳格

に行い、行政法執行責任制を実施し、専利の行政法執行を規範化させなければならない。 

専利行政法執行官（以下「法執行官」という）は国家知識産権局又は省、自治区、直轄市人民政府に

より発行した専利行政法執行証書を持っていなければならず、法執行官は公務を執行する時に、きち

んとした服装をしなければならない。  

第五条  重大な影響を及ぼす専利権侵害紛争案件、専利詐称案件については、国家知識産権局は必要

 
85出所：2015 年 5 月 29 日付け国家知識産権局ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/5/29/art_526_145932.html 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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な場合に、関連する専利業務管理部門を組織して処理、取締りをさせることができる。行為発生地が2

つ以上の省、自治区、直轄市に跨る重大案件については、関連する省、自治区、直轄市の専利業務管

理部門は、国家知識産権局に報告してその処理又は取締りを申請することができる。  

専利業務管理部門が専利行政法執行の展開において処理しにくい問題に遭った場合、国家知識産権局

は必要な指導と支持を与えなければならない。  

第六条  専利業務管理部門は当地の実情に基いて、市、県クラスの人民政府が設立した実際の処理能

力をもつ専利業務管理部門に、専利詐称行為の取締り、専利紛争の調停を委託することができる。  

委託者は受託者による専利詐称の取締り及び専利紛争の調停を監督、指導し、かつ法的責任を負わな

ければならない。  

第七条  専利業務管理部門が任命し派遣した法執行官は当事者と直接的な利害関係がある場合、忌避

すべきである、当事者は当該法執行官の忌避を申立てることができる。当事者が忌避申立を提出する

場合、その理由を説明しなければならない。  

法執行官の忌避については、専利業務管理部門の責任者が決定する。忌避するかどうかが決定される

までは、忌避を申立てられた法執行官が本事案への関与を一時中止しなければならない。  

第八条 特許業務を管理する部門は、展覧会と電子商取引分野の行政法執行を強化し、展覧会期間と

電子商取引プラットフォーム上の特許侵害紛争を迅速に調停し、処理し、適時に特許模造行為を摘発

しなければならない。第九条 専利業務を管理する部門は、行政法執行の情報化建設と情報共有を強

化しなければならない。 

第二章  専利権侵害紛争の処理  

第十条  専利業務管理部門に専利権侵害紛争の処理を請求する場合、以下の条件に合致しなければな

らない。  

（一）請求者は専利権者又は利害関係者であること。 

（二）明確な被請求者があること。  

（三）明確な請求内容と具体的な事実、理由があること。  

（四）案件を受理する専利業務管理部門の案件受理及び管轄の範囲に属すること。  

（五）当事者が当該専利権侵害紛争について人民法院に提訴していないこと。  

第（一）項でいう利害関係者は専利実施許諾契約における被許諾者、専利権者の合法的継承者を含

む。専利実施許諾契約における被許諾者の中に、独占実施許諾契約における被許諾者は独自で請求を

提出することができ、排他的実施許諾契約における被許諾者は、専利権者が請求しない前提で、独自
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で請求を提出することができる。契約に格別な規定がない限り、通常実施許諾契約における被許諾者

は独自で請求を提出することができない。  

第十一条  専利業務管理部門に専利権侵害紛争の処理を請求する場合、請求書及び下記の証明資料を

提出しなければならない。  

（一）主体資格証明。即ち個人の場合は、住民身分証明書又はその他の有効身分証明書を、団体の場

合は、有効な営業許可証又はその他の主体資格証明書の副本及び法定代表者又は主要責任者の身分証

明書を提出しなければならない。 

（二）専利権有効証明。即ち専利原簿の副本、又は専利証書とその年の専利料納付領収書。 

専利権侵害紛争が実用新案又は意匠に係わる場合、専利業務管理部門は請求者に対して国家知識産権

局が発行した専利権評価報告（実用新案検索報告）の提出を求めることができる。 

請求者は被請求者の人数に応じて請求書の副本及び関連証拠を提出しなければならない。 

第十二条 請求書には下記の内容を記載しなければならない。 

（一）請求者の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者の氏名、職務、代理人に委託する場

合、代理人の氏名と代理機構の名称、住所。 

（二）被請求者の氏名又は名称、住所。 

（三）処理請求の内容及び事実と理由。 

関連の証拠と証明資料は請求書の添付書類として提出することができる。 

請求書は請求者により署名又は押印されなければならない。 

第十三条 請求が本弁法第十条の規定に適う場合、専利業務管理部門は請求書を受取った日から5業務

日内に立案し、そして請求者に通知する上、当専利権侵害紛争を処理するために3名又は3名以上の奇

数の法執行官を指定する。請求が本弁法第十条の規定に適わない場合、専利業務管理部門は請求書を

受取った日から5業務日内に、請求者に受理しない旨を通知し、かつその理由を説明する。 

第十四条 専利業務管理部門は立案日から5業務日内に請求書及びその添付書類の副本を被請求者に送

達しなければならず、被請求者が受取った日から15日以内に答弁書を提出し、かつ請求者の人数に応

じて答弁書の副本を提供するよう要求する。被請求者が期限を過ぎても答弁書を提出しない場合、専

利業務管理部門の処理には影響しない。 

被請求者が答弁書を提出した場合、専利業務管理部門は受取った日から5業務日内に答弁書の副本を請

求者に送達する。 

第十五条 専利業務管理部門は専利権侵害紛争を処理するとき、当事者の意志に基いて調停を行うこ
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とができる。当事者双方が合意した場合、専利業務管理部門は調停協議書を作成し、公印を押す上、

当事者双方に署名又は押印してもらう。調停が成立しない場合、適時に処理決定を下さなければなら

ない。 

第十六条 専利業務管理部門は専利権侵害紛争を処理するとき、案件状況により口頭審理を行なうか

どうかを決定することができる。専利業務管理部門は口頭審理を行なうと決定した場合、口頭審理よ

り少なくとも3業務日前に、口頭審理の時間と場所を当事者に知らせなければならない。当事者は正当

な理由なく出席を拒否した場合、又は許可を得ずに途中で退席した場合、請求者なら請求の取り下

げ、被請求者なら欠席と見なす。 

第十七条 専利業務管理部門は口頭審理を行なう場合、口頭審理の参加者と審理要点を記録書に記載

しなければならない。間違いないと確認した後、法執行官と参加者が署名又は押印する。 

第十八条 専利法第五十九条第一項に定めた「発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその権利要求

の内容を基準とする」とは、専利権の保護範囲はその権利要求に記載された技術特徴が確定した範囲

を基準とすることをいい、記載された技術特徴と同等な特徴が確定した範囲をも含む。同等な特徴と

は、記載された技術特徴と基本的に同等な手段で、基本的に同等な機能を実現し、基本的に同等な効

果を達成し、かつ所属分野の当業者なら創造的な活動をせずに思いつくことができる特徴のことを指

す。 

第十九条 調停協議に合意し、又は請求者が請求を取り下げた場合を除き、専利業務管理部門は専利

権侵害紛争を処理するとき、以下の内容を明記した処理決定書を作成しなければならない。 

（一）当事者の氏名又は名称、住所。 

（二）当事者の陳述した事実と理由。 

（三）権利侵害行為が成立するかどうかを認定する理由と根拠。 

（四）処理決定で侵害行為が成立し、即時に侵害行為を停止することを権利侵害者に命じる必要があ

ると認定した場合、被請求者に即時停止を命じる侵害行為の種類、対象と範囲を明記しなければなら

ない。侵害行為が成立しないと認定する場合、請求者の請求を却下しなければならない。 

（五）処理決定を不服として行政訴訟を提起するルートと期限。 

処理決定書には専利業務管理部門の公印を押さなければならない。 

第二十条 専利業務管理部門又は人民法院が、権利侵害が成立していると認定する上侵害行為の即時

停止を権利侵害者に命じる処理決定又は判決を出した後、被請求者が同一専利権に対して再度同一種

類の侵害行為を行い、専利権者又は利害関係者が処理を請求する場合、専利業務管理部門は侵害行為
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の即時停止を命じる処理決定を直接的に出すことができる。 

第二十一条 専利業務管理部門が専利権侵害紛争を処理するとき、立案した日から3ヶ月以内に案件に

結末をつけなければならない。案件が特に複雑で期間を延長する必要のある場合、専利業務管理部門

の責任者の承認を得なければならない。承認を経て延長された期間は、1ヶ月を超えないものとする。 

案件の処理過程における公告、鑑定、中止等の時間は前項に記載された案件の処理期間に算入しな

い。 

第三章 専利紛争の調停 

第二十二条 専利業務管理部門に専利紛争の調停を請求する場合、請求書を提出しなければならな

い。 

請求書には以下の内容を記載しなければならない。 

（一）請求者の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者の氏名、職務。代理人に委託する場

合、代理人の氏名と代理機構の名称、住所。 

（二）被請求者の氏名又は名称、住所。 

（三）調停請求の具体的な内容と理由。 

専利権侵害の損害賠償金額のみについて調停を請求する場合、関係の専利業務管理部門が下した、権

利侵害行為の成立を認定した処理決定書の副本を提出しなければならない。 

第二十三条 専利業務管理部門は調停請求書を受取った後、請求書の副本を郵送、直接送り届け又は

その他の方式で被請求者に送達しなければならず、被請求者が受取った日から15日以内に意見陳述書

を提出するよう命じる。 

第二十四条 被請求者が意見陳述書を提出し、調停に同意する場合、専利業務管理部門は意見陳述書

を受け取った日から5営業日内に立件し、かつ請求者と被請求者に調停の時間と場所を通知しなければ

ならない。 

被請求者が期限を超えても意見陳述書を提出せず、又は意見陳述書に調停を受入れないと表明した場

合、専利業務管理部門は立件しないものとし、かつ請求者に通知する。 

第二十五条 専利業務管理部門は専利紛争を調停するとき、関連組織又は個人に協力を頼むことがで

きる。頼まれた組織又は個人は調停に協力しなければならない。 

第二十六条 当事者が調停により合意した場合、専利業務管理部門は調停協議書を作成し、その公印

を押す上、当事者双方に署名又は押印してもらう。合意しなかった場合、専利業務管理部門は案件を

取消す方式で案件を終了させ、当事者双方に通知する。 
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第二十七条 専利出願権又は専利権の帰属による紛争について調停を請求する場合、当事者は専利業

務管理部門の受理通知書を持って、国家知識産権局に当該専利の出願又は専利権の関連手続の中止を

請求することができる。 

調停により合意した場合、当事者は調停協議書を持って国家知識産権局に回復手続を申請しなければ

ならない。合意しなかった場合、当事者は専利業務管理部門が発行した案件取消通知書をもって国家

知識産権局に回復手続を申請しなければならない。中止を請求した日より満1年になって中止の延長を

請求しない場合、国家知識産権局では自動的に関連手続を回復する。 

第四章 専利詐称行為の取締り 

第二十八条 専利業務管理部門は専利詐称嫌疑のある行為を発見、又は通報、苦情申立により発見し

た場合、発見した日から5営業日以内又は通報、苦情申立を受けた日から10営業日以内に立案しなけれ

ばならず、2名又は2名以上の法執行官を指定して調査を行わせなければならない。 

第二十九条 専利詐称行為の取締りは行為発生地の専利業務管理部門が管轄する。 

専利業務管理部門が管轄権について紛争が発生する場合、それら共通の上級人民政府の専利業務管理

部門で管轄を決定する。共通の上級人民政府の専利業務管理部門がない場合、国家知識産権局で管轄

を決定する。 

第三十条 専利業務管理部門は専利詐称嫌疑のある製品を封印、押収する場合、その責任者の許可を

得なければならない。封印、押収を実施するとき、当事者に関連の通知書を提示しなければならな

い。 

専利業務管理部門が専利詐称嫌疑のある製品を封印、押収するとき、その場で在庫品を調べて、記録

書とリストを作成して、当事者と案件法執行官により署名、又は押印されなければならない。当事者

が署名又は押印を拒否した場合、案件法執行官は記録書にその状況を明記する。リストは当事者に1部

渡さなければならない。 

第三十一条 案件の調査が終了した後、専利業務管理部門の責任者の許可を得る上、案件の状況によ

りそれぞれ以下のように処理される。 

（一）専利詐称行為が成立し、処罰を与えるべき場合、法により行政処罰を与える。 

（二）専利詐称行為が軽微で、かつ直ちに是正した場合、処罰を免ずる。 

（三）専利詐称行為が成立しない場合、法により案件を撤回する。 

（四）犯罪嫌疑に係わる場合、法により公安機関に移送する。 

第三十二条 専利業務管理部門は行政処罰決定を出す前に、当事者に処罰決定を出す事実、理由と根
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拠を告知し、かつ法により享有できる権利を告知しなければならない。 

専利業務管理部門はより高額の罰金を処する決定を出す前に、公聴会の開催を要求する権利があるこ

とを当事者に告知しなければならない。当事者が公聴会開催を要求する場合、法により公聴会を組織

しなければならない。 

第三十三条 当事者は陳述と弁明の権利を有する。専利業務管理部門は当事者が弁明したことにより

その行政処罰を重くしてはならない。 

専利業務管理部門は当事者が提出した事実、理由と証拠を確認しなければならない。当事者が提出し

た事実や理由が成立する場合、専利業務管理部門はそれを採用しなければならない。 

第三十四条 情状複雑、又は重大な違法行為に対してより厳しい行政処罰を与える場合、専利業務管

理部門の責任者達が集団で検討した上、決定しなければならない。 

第三十五条 調査により専利詐称行為が成立し、処罰を与えるべき場合、専利業務管理部門は以下の

内容を記載した処罰決定書を作成しなければならない。 

（一）当事者の氏名又は名称、住所。 

（二）専利詐称行為の成立を認定する証拠、理由と根拠。 

（三）処罰の内容及び履行方式。 

（四）処理決定を不服として行政複議申請と行政訴訟提起のルートと期限。 

処理決定書には専利業務管理部門の公印を押さなければならない。 

第三十六条 専利業務管理部門が専利詐称案件を取り締まるとき、立案日より1ヶ月以内に、案件に結

末をつけなければならない。案件が特に複雑で期間を延長する必要のある場合、専利業務管理部門の

責任者の承認を得なければならない。承認を経て延長された期間は、15日間を超えないものとする。 

案件の処理過程における公聴、公告等の時間は前項に記載された案件の処理期間に算入しない。 

第五章 調査・証拠収集 

第三十七条 専利権侵害紛争の処理に当たって、当事者は客観的な原因により自らの力で一部の証拠

を収集できない場合、書面により専利業務管理部門に調査・証拠を集めることを請求することができ

る。専利業務管理部門は実情に基づいて関連証拠を調査、収集するかどうかを決定する。 

専利権侵害紛争の処理と専利詐称行為の取締りに当たって、専利業務管理部門は必要に応じて職権に

より関連証拠を調査、収集することができる。 

法執行官は関連証拠を調査、収集する時、当事者又は関係者に行政法執行証書を提示しなければなら

ない。当事者と関係者は法執行官に協力して、事実通りに事情を報告しなければならず、拒否や妨害
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をしてはならない。 

第三十八条 専利業務管理部門は証拠を調査、収集するとき、案件と関連のある契約や帳簿等の関連

文書を閲覧、複製することができる。当事者と証人に事情をヒヤリングできる。測量や写真撮影、映

像撮影等の方法で実地調査を行うことができる。製造方法に関する専利権侵害嫌疑がある場合、専利

業務管理部門は被調査者に現場実演を命じることができる。 

専利業務管理部門は証拠を調査、収集するとき、記録書を作成しなければならない。記録書は法執行

官、被調査組織又は個人により署名又は調印されなければならない。被調査組織又は個人は署名又は

調印を拒否した場合、法執行官が記録書にその状況を明記する。 

第三十九条 専利業務管理部門が証拠を調査、収集するとき、サンプリング法を採用することができ

る。 

製品の専利に係わる場合、権利侵害の嫌疑がある製品から一部を抽出してサンプルとすることができ

る。方法の専利に係わる場合、当該方法に基づいて直接に獲得した嫌疑のある製品から一部を抽出し

てサンプルとすることができる。抽出されたサンプル数は事実を証明できる量を限度とする。 

専利業務管理部門はサンプリングにより調査・証拠を集めるとき、抽出されたサンプルの名称、特

徴、数量及び保管場所を記載した記録書とリストを作成しなければならず、かつ法執行官、被調査組

織又は個人により署名又は押印されなければならない。被調査組織又は個人が署名又は押印を拒否し

た場合、法執行官が記録書にその状況を明記する。リストは被調査者に1部渡すものとする。 

第四十条 証拠が消滅する可能性があり、又は今後取得するのが難しくなり、かつサンプリング法に

より調査・証拠を集めることができない場合、専利業務管理部門は登記・保存し、かつ7日以内に決定

を出すようにすることができる。 

登記・保存された証拠については、被調査組織又は個人は廃棄又は転移してはならない。 

専利業務管理部門が登記・保存するとき、登記・保存された証拠の名称、特徴、数量及び保存場所を

記載した記録書とリストを作成しなければならず、かつ法執行官、被調査組織又は個人により署名又

は調印されなければならない。被調査組織又は個人が署名又は調印を拒否した場合、法執行官が記録

書にその状況を明記する。リストは被調査者に1部渡すものとする。 

第四十一条 専利業務管理部門が他の専利業務管理部門に証拠の調査、収集の協力を委託する必要が

ある場合、明確な要求を提出しなければならない。委託を受けた部門は速やかに、真剣に証拠の調

査、収集に協力し、かつなるべく早く回答しなければならない。 

第四十二条 税関が差押えられた権利侵害の嫌疑がある貨物に対し調査を行い、専利業務管理部門に
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協力を求める場合、専利業務管理部門は法により協力しなければならない。 

専利業務管理部門は輸出入貨物の専利に係わる案件を処理するとき、税関に協力を求めることができ

る。 

第六章 法的責任 

第四十三条 専利業務管理部門は専利権侵害行為が成立すると認定し、処理決定を下し、権利侵害者

に侵害行為の即時停止を命じた場合、侵害行為を制止するため以下の措置を取らなければならない。 

（一）権利侵害者が専利権侵害製品を製造した場合、それに対して即時に製造行為を停止し、権利侵

害製品の製造に使用された専用設備、鋳型を廃棄するよう命じる上、まだ売り出されていない権利侵

害製品の販売、使用、又は如何なるその他の形式による市場への投入を一切禁止する。権利侵害製品

の保存が難しい場合、権利侵害者に当該製品の廃棄を命じる。 

（二）権利侵害者が専利権者の許諾を得ずに専利方法を使用した場合、権利侵害者に対して即時に使

用行為を停止し、専利方法を実施した専用設備、鋳型を廃棄するよう命じる上、専利方法に基づいて

直接に獲得した、まだ売り出されていない権利侵害製品の販売、使用又は如何なるその他の形式によ

る市場への投入を一切禁止する。権利侵害製品の保存が難しい場合、権利侵害者に当該製品の廃棄を

命じる。 

（三）権利侵害者が専利権侵害製品又は専利方法に基づいて直接に獲得した侵害製品を販売した場

合、それに対して即時に販売行為を停止するよう命じる上、まだ売り出されていない権利侵害製品の

使用、又は如何なるその他の形式による市場への投入を一切禁止する。まだ売り出されていない権利

侵害製品の保存が難しい場合、権利侵害者に当該製品の廃棄を命じる。 

（四）権利侵害者が専利権侵害製品又は専利方法に基づいて直接に獲得した権利侵害製品の販売を許

諾している場合、それに対して即時に販売許諾行為を停止し、影響を取り除くよう命じる上、如何な

る実際の販売行為の実施を禁止する。 

（五）権利侵害者が専利権侵害製品又は専利方法に基づいて直接に獲得した権利侵害製品を輸入した

場合、権利侵害者に対して即時に輸入行為を停止するよう命じる。権利侵害製品が既に入国した場

合、当該侵害製品の販売、使用又は如何なるその他の形式による市場への投入を禁止する。権利侵害

製品の保存が難しい場合、権利侵害者に当該製品の廃棄を命じる。権利侵害製品がまだ入国していな

い場合、処理決定を関連の税関に通知することができる。 

（六）権利侵害の出展者に対して、展示会から侵害の展示品を撤去し、相応の宣伝材料を廃棄又は封

印し、相応の展示板を変更又は覆い隠すなどの撤去措置をとるよう命じる。。 
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（七）権利侵害行為を停止するためのその他の必要な措置。 

特許業務を管理する部門は、電子商取引プラットフォーム上の特許侵害行為が成立したと認定し、処

理決定をした場合、電子商取引プラットフォーム運営者に、速やかに特許侵害製品又は特許方法に基

づいて直接取得した侵害製品に関連するウェブページに対して削除、ブロック又はリンクの切断など

の措置をとるよう通知しなければならない。 

第四十四条 専利業務管理部門は、専利権侵害行為の成立を認定する上権利侵害者に即時に権利侵害

行為を停止することを命じる処理決定を出した後、被請求者が人民法院に行政訴訟を提起した場合、

訴訟係属中には決定の執行は中止しない。 

権利侵害者が、専利業務管理部門の出した権利侵害行為の成立を認定した処理決定に対して、期限を

超えても提訴せずに、なお権利侵害行為を停止しない場合、専利業務管理部門は人民法院に強制執行

を申請することができる。 

第四十五条 専利業務管理部門は専利詐称行為が成立すると認定した場合、行為者に以下の是正措置

をとるよう命じなければならない。 

（一）専利権を取得していない製品又はその包装に専利マークを表示する、専利権が無効と宣告され

た後又は専利権終了後にもかかわらず引き続き製品又はその包装に専利マークを表示する、又は許諾

を得ずに製品又は製品包装に他人の専利番号を表示する場合、即時に表示行為を停止し、まだ売り出

されていない製品又はその包装にある専利マークを取除く。製品上の専利マークを取除くことが難し

い場合、当該製品又は包装を廃棄すること。 

（二）第（一）号に記載された製品を販売する場合、即時に販売行為を停止すること。 

（三）製品取扱書等の資料に専利権を取得していない技術又は設計を専利技術又は専利設計と、専利

出願を専利と称し、又は許諾を得ずに他人の専利番号を使用して、係わる技術又は設計を他人の専利

技術又は専利設計だと公衆に誤認させる場合、当該資料の配りを即時に停止、まだ外部に出していな

い資料を廃棄し、かつ影響を取除くこと。 

（四）専利証書、専利文書又は専利出願文書を偽造又は変造する場合、即時に偽造又は変造行為を停

止し、偽造又は変造した専利証書、専利文書又は専利出願文書を廃棄し、かつ影響を取除くこと。 

（五）特許詐称の出展者に、展示会から特許詐称の展示品を撤去したり、対応する宣伝材料を廃棄や

封印したり、対応する展示板を交換又は遮断するなどの撤去措置を命じること。 

（六）その他の必要な是正措置。 

特許業務管理部門は、電子商取引プラットフォーム上の特許詐称行為が成立したと認定した場合、電
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子商取引プラットフォームの提供者に速やかに特許詐称製品関連のウェブページを削除、遮断又はリ

ンクを切断するなどの措置をとるよう通知しなければならない。 

第四十六条 専利業務管理部門は、専利侵害行為の成立を認定し、侵害者に直ちに権利侵害行為を停

止させる決定を下し、又は専利詐称行為の成立を認定し、処罰決定を下す場合、決定した日から20営

業日以内に公開し、政府ウェブサイト等を通じて適時に法執行情報を発布しなければならない。 

第四十七条 専利業務管理部門が専利詐称行為を成立すると認定した場合、以下の方法により行為者

の違法所得を算定することができる。 

（一）他人の専利を詐称する製品を販売する場合、製品の販売価格に販売数量を乗じて算定した金額

を違法所得とする。 

（二）他人の専利を詐称した契約を締結する場合、取得した費用を違法所得とする。 

第四十八条 専利業務管理部門が処罰決定を出した後、当事者が行政複議を申立て、又は人民法院に

行政訴訟を提起する場合、行政複議中又は訴訟係属中には決定の執行は停止しない。 

第四十九条 専利詐称行為の行為者は処罰決定書を受取った日から15日以内に、指定された銀行へ処

罰決定書に明記された罰金を納付しなければならない。期限を超えても納付しない場合、1日に当たっ

て罰金の3％を増やす。 

第五十条 専利業務管理部門が法により公務を執行することを拒絶、妨害する場合、公安機関より

「中華人民共和国治安管理処罰法」の規定に基づいて処罰を与える。情状が深刻で犯罪を構成してい

る場合、司法機関より法により刑事責任を追及する。 

第七章 附 則 

第五十一条 専利業務管理部門は郵送、直接送り届け、留置送達、公告送達又はその他の方式により

関連の法律文書と資料を送達することができる。 

第五十二条 本弁法は国家知識産権局により解釈される。 

第五十三条 本弁法は2011年2月1日より施行する。2001年12月17日に国家知識産権局令第19号にて

発布した「専利行政法執行弁法」は同時に廃止する。 
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知的財産権税関保護条例86 

(2003年12月2日付けの中華人民共和国国務院令第395号にて公布され、2010年3月24日)付けの「『中

華人民共和国知的財産権税関保護条例』の改正に関する国務院の決定」に従って第1回の改正を行い、

2018年3月19日付けの『国務院による一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定』に従って第2回の

改正を行った） 

 

第一章 総則 

 

第一条 税関による知的財産権保護を実施し、対外経済貿易及び科学技術・文化の交流を促進し、公

共利益を維持するために、『中華人民共和国税関法』に従い、本条例を制定する。 

第二条 本条例にいう税関による知的財産権保護とは、税関が輸出入貨物に関連しかつ中華人民共和

国の法律、行政法規の保護を受ける商標専用権、著作権及び著作隣接権、専利権（以下、「知的財産

権」と総称する）に対して実施する保護をいう。 

第三条 国家は知的財産権を侵害した貨物の輸出入を禁じる。 

税関は関連法律及び本条例の規定に従って知的財産権保護を実施し、『中華人民共和国税関法』に規

定する関連権力を行使する。 

第四条 知的財産権の権利者は税関に知的財産権保護の実施を請求する場合、税関に保護措置を講じ

るよう申し立てなければならない。 

第五条 輸入貨物の荷受人又はその代理人、輸出貨物の荷送人又はその代理人は国家の規定に従い、

輸出入貨物に関する知的財産権状況を税関に報告するとともに、関連証明書類を提出しなければなら

ない。 

第六条 税関は知的財産権保護を実施するにあたって、関係当事者の営業秘密を守らなければならな

い。 

 

第二章 知的財産権の届出 

 

 
86出所：2019 年 1 月国務院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468830.htm 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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第七条 知的財産権の権利者は本条例の規定に従い、その知的財産権の届出を税関総署に申請するこ

とができる。届出を申請する場合は、申請書を提出しなければならない。申請書には次の各号に掲げ

る内容を含まなければならない。 

（一）知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等 

（二）知的財産権の名称、内容及びその関連情報 

（三）知的財産権許諾の行使状況 

（四）知的財産権の権利者が知的財産権を合法的に行使する貨物の名称、産地、輸出入先の税関、輸

出入業者、主な特徴、価格等 

（五）既知の知的財産権侵害貨物の製造業者、輸出入業者、輸出入先の税関、主な特徴、価格等 

前項に規定する申請書の内容に証明書類がある場合、知的財産権の権利者は証明書類を添付しなけれ

ばならない。 

第八条 税関総署は全ての申請書類を受領した日から30営業日以内に届出を許可するか否かの決定を

下し、かつ書面にて申請者に通知しなければならない。届出を許可しない場合は、その理由を説明し

なければならない。 

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合、税関総署は届出を許可しない。 

（一）申請書類が完全ではないか又は無効である場合。 

（二）申請者が知的財産権の権利者ではない場合。 

（三）知的財産権が法律、行政法規の保護を受けなくなった場合。 

第九条 税関は知的財産権の権利者が知的財産権の届出申請において関連状況又は書類を如実に提出

していないことを発見した場合、税関総署はその届出を取り消すことができる。 

第十条 税関による知的財産権保護の届出は、税関総署が届出を許可した日から発効し、有効期間は

10年とする。 

知的財産権が有効である場合、知的財産権の権利者は税関による知的財産権保護の届出の有効期間の

満了日前6ヶ月以内に、税関総署に更新届出を申請することができる。毎回の更新届出の有効期間は10

年とする。 

税関による知的財産権保護の届出の有効期間が満了しても更新を申請しなかった場合、又は知的財産

権が法律、行政法規の保護を受けなくなった場合には、税関による知的財産権保護の届出は直ちに失

効する。 

第十一条 知的財産権の届出状況に変更が生じた場合、知的財産権の権利者は変更が生じた日から30
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営業日以内に、税関総署に届出変更又は抹消手続を行わなければならない。 

知的財産権の権利者が前項の規定に従って変更又は抹消の手続を行わず、他人の合法的な輸出入又は

税関の法による監督管理職責の履行に深刻な影響を与えた場合、税関総署は関連利害関係者の申立に

基づいて関連届出を取り消すこともできれば、自発的に関連届出を取り消すこともできる。 

 

第三章 侵害被疑貨物の差押申立及びその処理 

 

第十二条 知的財産権の権利者は侵害被疑貨物が輸出入されようとしていることを発見した場合、貨

物の輸出入先の税関に侵害被疑貨物の差押を申し立てることができる。 

第十三条 知的財産権の権利者は税関に侵害被疑貨物の差押を請求する場合、申立書及び関連証明書

類を提出するとともに、侵害事実が明らかに存在することを証明するのに十分な証拠を提供しなけれ

ばならない。 

申立書には次の各号に掲げる主な内容を含まなければならない。 

（一）知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等 

（二）知的財産権の名称、内容及びその関連情報 

（三）侵害被疑貨物の荷受人と荷送人の名称 

（四）侵害被疑貨物の名称、規格等 

（五）侵害被疑貨物が輸出入され得る貿易港、時間、輸送手段等 

侵害被疑貨物が届出された知的財産権を侵害する疑いがある場合、申立書にはさらに税関の届出番号

を記載しなければならない。 

第十四条 知的財産権の権利者は税関に侵害被疑貨物の差押を請求する場合、不当な申立により荷受

人、荷送人が受けた損失を賠償し、貨物が税関によって差し押さえられた後の貯蔵、保管及び処分等

の費用を支払うために、税関に貨物の価額を上回らない担保を提供しなければならない。知的財産権

の権利者が貯蔵、保管費用を倉庫業者に直接支払う場合は、担保から控除する。具体的な規則は、税

関総署が制定する。 

第十五条 知的財産権の権利者が侵害被疑貨物の差押を申し立てるにあたって、本条例第十三条の規

定に合致し、かつ本条例第十四条の規定に従って担保を提供した場合、税関は侵害被疑貨物を差し押

さえ、書面にて知的財産権の権利者に通知するとともに、税関差押証書を荷受人又は荷送人に送達し

なければならない。 
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知的財産権の権利者が侵害被疑貨物の差押を申し立てるにあたって、本条例第十三条の規定に合致し

ない、又は本条例第十四条の規定に従って担保を提供しなかった場合、税関は申立を却下するととも

に、書面にて知的財産権の権利者に通知しなければならない。 

第十六条 税関は、輸出入貨物が届出された知的財産権を侵害する疑いがあることを発見した場合、

直ちに書面にて知的財産権の権利者に通知しなければならない。知的財産権の権利者が通知の送達日

から3営業日以内に本条例第十三条の規定に従って申し立て、かつ本条例第十四条の規定に従って担保

を提供した場合、税関は侵害被疑貨物を差し押さえ、書面にて知的財産権の権利者に通知するととも

に、税関差押証書を荷受人又は荷送人に送達しなければならない。知的財産権の権利者が期限を過ぎ

ても申し立てなかった又は担保を提供しなかった場合、税関は貨物を差し押さえてはならない。 

第十七条 税関の同意を得て、知的財産権の権利者及び荷受人又は荷送人は関連貨物を確認すること

ができる。 

第十八条 荷受人又は荷送人は、その貨物が知的財産権の権利者の知的財産権を侵害していないと認

める場合、書面による説明を税関に提出するとともに関連証拠を添付しなければならない。 

第十九条 専利権侵害被疑貨物の荷受人又は荷送人は、その輸出入貨物が専利権を侵害していないと

認める場合、税関に貨物の価額に相当する担保金を提供した後、税関にその貨物の通過を請求するこ

とができる。知的財産権の権利者が合理的な期限内に人民法院に訴訟を提起しなかった場合、税関は

担保金を払い戻さなければならない。 

第二十条 税関は、輸出入貨物が届出された知的財産権を侵害する疑いがあることを発見しかつ知的

財産権の権利者に通知した後、知的財産権の権利者が税関に侵害被疑貨物の差押を請求した場合、税

関は差し押さえた日から30営業日以内に差し押さえられた侵害被疑貨物が知的財産権を侵害している

か否かを調査・認定しなければならない。認定できない場合は、直ちに書面にて知的財産権の権利者

に通知しなければならない。 

第二十一条 税関が差し押さえられた侵害被疑貨物の調査において知的財産権主管部門に協力を要請

した場合、関係する知的財産権主管部門はこれに協力しなければならない。 

知的財産権主管部門が輸出入貨物に関わる侵害事件の処理において税関に協力を要請した場合、税関

はこれに協力しなければならない。 

第二十二条 税関が差し押さえられた侵害被疑貨物及び関連状況を調査する場合、知的財産権の権利

者及び荷受人又は荷送人はこれに協力しなければならない。 

第二十三条 知的財産権の権利者は税関に対し保護措置を講じるよう申し立てた後、『中華人民共和
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国商標法』、『中華人民共和国著作権法』、『中華人民共和国専利法』又はその他の関連法律の規定

に従い、差し押さえられた侵害被疑貨物について人民法院に侵害行為差止命令又は財産保全の措置を

講じるよう申し立てることができる。 

税関は人民法院による侵害行為差止命令又は財産保全に関する執行協力通知を受け取った場合、これ

に協力しなければならない。 

第二十四条 次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合、税関は差し押さえられた侵害被疑貨

物を通過させなければならない。 

（一）税関は本条例第十五条の規定に従って侵害被疑貨物を差し押さえた場合であって、差し押さえ

た日から20営業日以内に人民法院から執行協力通知を受け取らなかった場合。 

（二）税関は本条例第十六条の規定に従って侵害被疑貨物を差し押さえた場合であって、差し押さえ

た日から50営業日以内に人民法院から執行協力通知を受け取っておらず、かつ調査を経ても差し押さ

えられた侵害被疑貨物が知的財産権を侵害していると認定できなかった場合。 

（三）専利権侵害被疑貨物の荷受人又は荷送人は税関に貨物の価額に相当する担保金を提供した後、

税関にその貨物の通過を請求した場合。 

（四）荷受人又は荷送人はその貨物が知的財産権の権利者の知的財産権を侵害していないことを証明

するのに十分な証拠を有すると、税関が認めた場合。 

（五）税関が差し押さえられた侵害被疑貨物を侵害貨物として認定する前に、知的財産権の権利者が

侵害被疑貨物の差押申立を取り下げた場合。 

第二十五条 税関が本条例の規定に従って侵害被疑貨物を差し押さえた場合、知的財産権の権利者は

貯蔵、保管及び処分等の関連費用を支払わなければならない。知的財産権の権利者が関連費用を支払

わなかった場合、税関はその税関に提供された担保金から控除するか、又は担保人に関連担保責任の

履行を要求することができる。 

侵害被疑貨物が知的財産権を侵害していると認定された場合、知的財産権の権利者はその支払った貯

蔵、保管及び処分等の関連費用を、その侵害行為を制止するために支払った合理的な支出に計上する

ことができる。 

第二十六条 税関は知的財産権保護の実施において犯罪被疑事件を発見した場合、事件を法により公

安機関に移送して処理させなければならない。 

 

第四章 法的責任 
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第二十七条 税関の調査を経て、差し押さえられた侵害被疑貨物が知的財産権を侵害していると認定

された場合は、税関がこれを没収する。 

税関は知的財産権侵害貨物を没収した後、知的財産権侵害貨物の関連状況を書面にて知的財産権の権

利者に通知しなければならない。 

没収された知的財産権侵害貨物が社会公益事業に用いることができる場合、税関はこれを関連公益機

構に渡して社会公益事業に用いなければならない。知的財産権の権利者に購入意思がある場合、税関

はこれを知的財産権の権利者に有償で譲渡することができる。没収された知的財産権侵害貨物が社会

公益事業に用いることができずかつ知的財産権の権利者に購入意思がない場合、税関は侵害特徴を除

去した後に法により競売に付することができる。ただし、商標を詐称した輸入貨物については、特殊

な場合を除き、貨物にある商標標識を除去するだけではその商業ルートへの導入を認めてはならな

い。侵害特徴が除去できない場合、税関はこれを廃棄しなければならない。 

第二十八条 税関が知的財産権保護の届出及び知的財産権保護措置を講じる旨の申立を受理した後、

知的財産権の権利者が確実な状況を提供しなかったことにより侵害貨物を発見できなかった、速やか

に保護措置を講じることができなかった、又は講じた保護措置が十分ではなかった場合、知的財産権

の権利者は自ら責任を負う。 

知的財産権の権利者が税関に侵害被疑貨物の差押を申し立てた後、税関は差し押さえられた侵害被疑

貨物が知的財産権の権利者の知的財産権を侵害していると認定できなかった、又は人民法院は差し押

さえられた侵害被疑貨物が知的財産権の権利者の知的財産権を侵害していないと判定した場合、知的

財産権の権利者は法により賠償責任を負わなければならない。 

第二十九条 知的財産権侵害貨物を輸入又は輸出して、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を

追及する。 

第三十条 税関の職員が知的財産権保護の実施において職務を怠ったり、職権を濫用したり、私情で

法を曲げ不正を働いたりして、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成し

ない場合は、法により行政処分を与える。 

 

第五章 付則 

 

第三十一条 個人持ち込み又は郵送で出入国した物品が、自己使用の合理的な数量を超え、かつ本条
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例第二条に規定する知的財産権を侵害した場合は、侵害貨物とみなして処理する。 

第三十二条 本条例は2004年3月1日より施行される。1995年7月5日付けで国務院が公布した『中華

人民共和国知的財産権税関保護条例』は同時に廃止される 
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技術輸出入管理条例87 

（2001 年 12 月 10 日中華人民共和国国務院令第 331 号公布、2011 年 1 月 8 日「国務院による一部の行政

法規の廃止と改正に関する決定」に基づく改正、2019 年 3 月 2 日「国務院による一部の行政法規の改正に

関する決定」に基づく改正） 

 

第一章 総則 

第一条 技術の輸出入管理を規範化し、技術輸出入の秩序を維持し、国民経済と社会の発展を促進すること

を目的に、「中華人民共和国対外貿易法」（以下、対外貿易法と略称する）及びその他の関連法律の関連規定

に従い、本条例を制定する。 

第二条 本条例にいう技術輸出入とは、中華人民共和国外から国内に、又は中華人民共和国国内から国外に、

貿易、投資又は経済技術協力を通じ、技術を移転する行為のことをいう。 

前項に規定した行為とは特許権の移転、特許出願権の移転、特許実施許諾、ノウハウの移転、技術サービス

及びその他の方式の技術移転を含む。 

第三条 国は技術輸出入について統一的な管理制度を実行し、法により、公平、自由な技術輸出入秩序を維

持する。 

第四条 技術輸出入は国家の産業政策、科学技術政策及び社会発展政策に合致し、わが国の科学技術の進歩

及び対外経済技術協力の発展に利し、わが国の経済技術の権益維持に利しなければならない。 

第五条 国家は自由な技術輸出入を認める。ただし、法律、行政法規の別途に規定がある場合はこの限りで

はない。 

第六条 国務院対外経済貿易主管部門（以下、国務院外経貿主管部門と略称する）は対外貿易法及び本条例

の規定に従い、全国の技術輸出入管理事務に責任を負う。 

省、自治区、直轄市人民政府の外経貿主管部門は国務院外経貿主管部門の授権に基づいて、同行政区域内の

技術輸出管理事務に責任を負う。 

国務院関連部門は国務院の規定に従い、技術輸出入項目の関連管理職責を履行する。 

 

第二章 技術輸入管理 

 
87出所：国務院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574449.htm 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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第七条 国は先進的、かつ実用的である技術の輸入を奨励する。 

第八条 対外貿易法第 16 条に規定している条項の一つがある技術は、その輸入を禁止し又は制限する。 

国務院外経貿主管部門は国務院関連部門と共同で輸入を禁止又は制限する技術目録を制定、調整又は公布す

る。 

第九条 輸入禁止技術を輸入してはならない。 

第十条 輸入制限のある技術については許可証管理を実施する。許可証を得ず、輸入してはならない。 

第十一条 輸入制限のある技術を輸入する場合には、国務院外経貿主管部門に技術輸入申請を提出し、かつ

関連書類を添付しなければならない。 

技術輸入項目は関連部門の許可を得る必要がある場合には、関連部門に許可書類を提出しなければならない。 

第十二条 国務院外経貿主管部門は技術輸入申請を受領してから、国務院関連主管部門と共同で審査をし、

かつ申請日より 30 の労働日以内に許可又は不許可の決定をしなければならない。 

第十三条 技術輸入申請が許可された場合には、国務院外経貿主管部門は技術輸入許可意向書を付与する。 

輸入経営者は技術輸入許可意向書を取得してから、対外の技術輸入契約を締結することができる。 

第十四条 輸入経営者は技術輸入契約を締結してから、国務院外経貿主管部門に技術輸入契約の副本及び関

連書類を提出し、技術輸入許可証を申請しなければならない。 

国務院外経貿主管部門は技術輸入契約の真実性について審査をし、かつ前項規定の書類を受領した日より 10

の労働日以内に技術輸入について許可又は不許可の決定をしなければならない。 

第十五条 申請人は本条例第十一条の規定に従い、国務院外経貿主管部門に技術輸入申請を提出する場合に

は、締結した技術輸入契約の副本を合わせて提出することができる。国務院外経貿主管部門は本条例第十二

条及び第十四条の規定に従い、申請及び技術輸入契約の真実性について合わせて審査する。かつ前項に規定

する書類を受領した日より 40 

労働日以内に、技術輸入について許可又は不許可の決定をする。 

第十六条 技術輸入が許可された場合には、国務院外経貿主管部門が技術輸入許可証を付与する。技術輸入

契約は技術輸入許可証の付与日より発効する。 

第十七条 自由に輸入することのできる技術については契約登録管理を実施する。自由に輸入することので

きる技術を輸入する場合、契約は法により成立する時に発効 

し、登録を契約発効の要件としない。 

第十八条 自由に輸入することのできる技術を輸入する場合、国務院外経貿主管部門で登録をし、かつ以下

に掲げる書類を提出しなければならない。 
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（1）技術輸入契約登録申請書 

（2）技術輸入契約の副本 

（3）契約締結者双方の法的地位を証明する書類 

第十九条 国務院外経貿主管部門は本条例第十八条に規定する書類を受領した日より 3 労働日以内に技術輸

入契約について登録をし、技術輸入契約登録証を付与する。 

第二十条 申請人は技術輸入許可証又は技術輸入契約登録証で外貨、銀行、税務、税関などの関連手続を取

る。 

第二十一条 本条例の規定に従い許可又は登録された技術輸入契約について、その契約の主要内容に変更が

ある場合には、改めて許可又は登録手続を取らなければならない。 

許可又は登録された技術輸入契約を終了した場合には、速やかに国務院外経貿主管部門に登記をしなければ

ならない。 

第二十二条 外商投資企業を設立する場合であって、かつ外国側は技術で投資する場合に、同技術の輸入は

外商投資企業の設立審査許可手続に従い、審査又は登録をしなければならない。 

第二十三条 国務院外経貿主管部門と関連部門及びその職員は、技術輸入管理職責の履行中に知った営業秘

密について守秘義務を負う。 

第二十四条 技術輸入契約の譲渡人は、自分が提供した技術の適法な所有者であり、又は譲渡、使用許諾を

する権利を有する者であることを保証しなければならない。 

技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、

直ちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力し、譲受人が受ける不利

益を排除しなければならない。 

技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する

場合、その責任は譲渡人が負う。 

第二十五条 技術輸入契約の譲渡人は、提供した技術が完全で、誤りなく、かつ有効的であり、契約した技

術的目標を達成することができることを保証しなければならない。 

第二十六条 技術輸入契約の譲受人、譲渡人は契約に定めた秘密保持範囲、秘密保持期限内に譲渡人が提供

した技術の未公開の部分について、守秘義務を負わなければならない。 

秘密保持期間内に、秘密技術が守秘義務を負うべき側以外の原因で公開された場合には、同守秘義務は消滅

する。 

第二十七条 技術輸入契約期間の満了後、技術譲渡人と譲受人は公平合理の原則に従い、技術の継続使用に
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ついて協議することができる。 

 

第三章 技術輸出管理 

第二十八条 国は成熟した産業化技術の輸出を奨励する。 

第二十九条 対外貿易法第十六条に規定した条項の一つがある場合、その輸出を禁止又は制限する。 

国務院外経貿主管部門は、国務院関連部門と共同で輸出禁止又は制限する技術の目録を制定、調整又は公布

する。 

第三十条 輸出禁止のある技術は輸出してはならない。 

第三十一条 輸出制限のある技術は許可証管理を実施する。許可なしには輸出してはならはい。 

第三十二条 輸出制限のある技術を輸出する場合、国務院外経貿主管部門に申請書を提出しなければならな

い。 

第三十三条 国務院外経貿主管部門は技術輸出申請を受領した後、国務院科学技術管理部門と共同で輸出申

請技術について審査をしかつ申請書を受領した日より 30 労働日以内に、許可又は不許可の決定をしなけれ

ばならない。 

輸出制限のある技術は関連部門で秘密保持審査をする必要がある場合、国の関連規定に従い、実施する。 

第三十四条 技術輸出申請が許可された場合には、国務院外経貿主管部門は技術輸出許可意向書を付与する。 

申請人は技術輸出許可意向書を取得すれば、外国側と実質的交渉をし、技術輸出契約を締結することができ

る。 

第三十五条 申請人は技術輸出契約を締結した後、国務院外経貿主管部門に対し、以下に掲げる書類を提出

し、技術輸出許可証を申請しなければならない。 

（1）技術輸出許可意向書 

（2）技術輸出契約の副本 

（3）技術資料の輸出リスト 

（4）契約締結双方の法的地位を証明する書類国務院外経貿主管部門は技術輸出契約の真実性について審査

をし、かつ前項に規定した 

書類を受領した日より 15 労働日以内に、技術輸出について許可又は不許可の決定をしなければならない。 

第三十六条 技術輸出が許可された場合には、国務院外経貿主管部門は輸出許可証を付与する。技術輸出契

約は技術輸出許可証の付与日より発効する。 

第三十七条 自由に輸出することのできる技術については、契約登録管理を実施する。自由輸出技術を輸出
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する場合には、契約が法により成立する時に発効する。登録を契約が発効する条件としない。 

第三十八条 自由輸出技術を輸出する場合には、国務院外経貿主管部門に登録申請し、かつ以下に掲げる書

類を提出しなければならない。 

（1）技術輸出契約登録申請書 

（2）技術輸出契約の副本 

（3）契約締結者双方の法的地位を証明する書類 

第三十九条 国務院外経貿主管部門は本条例第三十八条に規定した書類を受領した日より 3 労働日以内に、

技術輸出契約について登録をし、技術輸出契約登録証を付与しなければならない。 

第四十条 申請人は技術輸出許可証又は技術輸出契約登録証で外貨、銀行、税務、税関などの関連手続を取

る。 

第四十一条 本条例の規定に従い許可又は登録された技術輸入契約についてその契約の主要内容に変更があ

る場合、改めて許可又は登録手続を取らなければならない。 

許可又は登録した技術輸出契約が終了した場合には、速やかに国務院外経貿主管部門に登記しなければなら

ない。 

第四十二条 国務院外経貿主管部門と関連部門及びその職員は、技術輸出管理職責の履行中に知った国家秘

密及び営業秘密について守秘義務を負う。 

第四十三条 核技術、核の軍民両用品関連技術、管理化学品生産技術、軍事技術などの輸出管制技術を輸出

する場合、関連行政法規の規定に従い、処理する。 

 

第四章 法律責任 

第四十四条 輸出入禁止の技術を輸入又は輸出した場合、若しくは許可なしに無断で輸出入制限技術を輸出

又は輸入した場合には、刑法の密輸罪、非法経営罪、国家秘密漏洩罪又はその他の罪の規定に従い、法によ

り刑事的責任を追及する。二、刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況に基づいて、税関法の関連規定

に従い処罰し、又は国務院外経貿主管部門が警告を言い渡し、違法所得を没収し、違法所得の 1 倍以上 5 倍

以下の罰金に処する。国務院外経貿主管部門は其の対外貿易経営の許可を取り消すことができる。 

第四十五条 無断で許可範囲外の輸出入制限技術を輸入又は輸出した場合、刑法の非法経営罪又はその他の

罪の規定に従い、刑事的責任を法により追及する。刑事的処罰をするに及ばない場合には、状況によって、

税関法の関連規定に従い、処罰し、又は国務院外経貿主管部門が警告を言い渡し、違法所得を没収し、違法

所得の 1 倍以上 3 倍以下の罰金に処する。国務院外経貿主管部門は其の対外貿易経営の許可を中止し又は取



 

588 

 

り消すことができる。 

第四十六条 技術輸出入許可証又は技術輸出入契約登録証を偽造、変造又は売買した場合、刑法の非法経営

罪又は国家機関の公文書、証書、印鑑の偽造、変造、売買罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及する。

刑事的処罰をするに及ばない場合には、税関法の関連規定に従い、処罰する。国務院外経貿主管部門は其の

対外貿易経営の許可を取り消すことができる。 

第四十七条 欺瞞又はその他の不正な手段で技術輸出入許可を取得した場合には、国務院外経貿主管部門は

其の技術輸出入契約登録証を剥奪し、其の対外貿易経営許可を中止し又は取り消す。 

第四十八条 欺瞞又はその他の不正な手段で技術輸出入契約登録を取得した場合、国務院外経貿主管部門は

其の技術輸出入契約登録証を剥奪し、其の対外貿易経営許可を中止し又は取り消す。 

第四十九条  技術輸出入管理職員は、本条例の規定に違反し、国家秘密又は営業秘密を漏洩した場合には、

刑法の国家秘密漏洩罪又は営業秘密侵害罪の規定に従い法により刑事的責任を追及する。刑事処罰をするに

及ばない場合、法により行政処分に処する。 

第五十条  技術輸出入管理職員は、職権を乱用し、職務を怠慢し、又は職務上の地位を利用して他人から金

銭を受け取り、又は要求した場合には、刑法の職権乱用罪、職務怠慢罪、収賄罪、又はその他の罪の規定に

より刑事責任を追及する。刑事処分するに及ばない場合には、法により行政処分に処する。 

 

第五章 附則 

第五十一条  国務院外経貿主管部門が下した技術輸出入関連の批准、許可、登録又は行政処罰に不服がある

場合、法により行政不服を申し立てることができ、法により裁判所に提訴することができる。 

第五十二条  本条例の公布前に国務院が制定した技術輸出入管理関連の規定が本条例の規定に一致していな

い場合、本条例を基準とする。 

第五十三条  本条例は 2002 年 1 月 1 日より施行する。1985 年 5 月 24 日国務院が、発布した「中華人民共

和国技術導入契約管理条例」と 1987 年 12 月 30 日国務院が許可し、 

1988 年 1 月 20 日対外経済貿易が発布した「中華人民共和国技術導入契約管理条例施行細則」は同時に廃止

する。 
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専利法実施細則88 

（2001 年 6 月 15 日中華人民共和国国務院令第 306 号で公布、2002 年 12 月 28 日「国務院による『中華人

民共和国専利法実施細則』の改正の関する決定」に基づき第 1 回改正、2010 年 1 月 9 日「国務院による『中

華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する決定」に基づき第 2 回改正） 

 

第一章 総 則 

第一条 「中華人民共和国専利法」（以下専利法と略称）に基づき、本細則を制定する。 

第二条 専利法と本細則に規定する各種の手続きは、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の形式

によって行うものとする。 

第三条 専利法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的

に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学

技術用語であって、統一的な中国語訳が無いものについては、その原文を注記しなければならない。専利法

及び本細則に基づいて提出される各種の証明書及び証明書類が外国語によるものであって、国務院特許行政

部門は必要と認める場合、指定の期限内に中国語訳文を追加添付するよう当事者に要求することが出来る。

期限が過ぎても追加添付されなかった場合には、当該証明書と証明書類が提出されていなかったとみなす。 

第四条 国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を提出日とする。消印の日付が不明

瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った

日付を提出日とする。国務院特許行政部門による各種の書類は、郵送、直接交付、又はその他の方法によっ

て当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理機関に委任している場合は、書類を特許代理機関宛て

に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類は願書に指定された連絡人宛てに送付する。国務

院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満 15 日を以って、当事者の書類受領

日と推定する。国務院特許行政部門の規定によって直接に交付しなければならない書類については、交付日

を送達日とする。書類の送達住所が不明で郵送できないものについては、公告によって当事者に送達するこ

とが出来る。公告の日より起算して満 1 ヶ月を以って当該文献が既に送達されたものと見なす。 

第五条 専利法及び本細則に規定する各種の期限の 1 日目は期限内に算入しない。期限は年又は月を以って

計算する場合は、その最終月の相応する日を期限の満了日とする。その月に相応する日がない場合はその月

 
88出所：国務院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574514.htm 
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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の最後の日を期限の満了日とする。期限の満了日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を期限の

満了日とする。 

第六条 当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指

定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して 2

ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して 2 年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求する

ことが出来る。前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規

定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、

国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して 2 ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請

求することが出来る。当事者が本条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復

請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手

続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復

請求費を納めなければならない。 

当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行

政部門に理由を説明し、かつ関係手続きを取らなければならない。本条第 1 項及び第 2 項の規定は、専利法

第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定する期限には適用しない。 

第七条 特許出願が国防利益に関わり、機密保持の必要がある場合は、国防特許機関が受理したうえ審査を行

うものとする。国務院特許行政部門が受理した、国防利益に関わり、機密保持の必要がある特許出願は、適

時に国防特許機関に移行して審査を行わなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由が見つから

なかった場合、国務院特許行政部門より国防特許権の付与決定を行う。国務院特許行政部門は、その受理し

た発明或いは実用新案の特許出願が国防利益以外の国家安全又は重大利益に関わり、機密保持の必要がある

と考える場合、適時に機密保持特許出願として取り扱う決定を下し、出願人に通知しなければならない。機

密保持特許出願の審査、再審及び機密保持特許権の無効宣告にかかわる特別手続きについては、国務院特許

行政部門が規定する。 

第八条 専利法第二十条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、技術方案の実質的な内容が

中国国内で完成された発明又は実用新案を言う。いかなる単位又は個人が中国において完成した発明又は実

用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによって国務院特許行政部門に

機密保持の審査を請求しなければならない。 

（一） 直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務

院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。 
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（二） 国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国

際出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国

務院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場

合、同時に機密保持審査請求を提出したとみなされる。 

第九条 国務院特許行政部門は、本細則第八条に基づいて提出された請求を受け取った後、審査を経て当該発

明又は実用新案が国家の安全又は重大利益に係わる可能性があり機密保持の必要があると認めた場合、適時

に出願人に機密保持審査通知を発行しなければならない。出願人は、その請求提出日から４ヵ月以内に機密

保持審査通知を受け取っていない場合、当該発明又は実用新案を持って外国に特許の出願或いは関連する外

国機構に特許の国際出願を提出することができる。国務院特許行政部門は前項の規定により機密保持審査を

行う場合、機密保持の必要性があるかについて適時に決定を下した上で、出願人に通知しなければならない。

出願人は、その請求提出日から６ヵ月以内に機密保持必要の決定を受け取っていない場合、当該発明又は実

用新案を持って外国に特許の出願或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出することができる。 

第十条 専利法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが法律に禁止される発明創造

を含まない。 

第十一条 専利法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有す

るものについては優先権日を指す。本細則に言う出願日とは、他に規定がある場合を除き、専利法二十八条

に規定する出願日を指す。 

第十二条 専利法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職 

務発明創造とは 

（1）本来の職務の中で行った発明創造。 

（2）所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創 

造。 

（3）定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係終止後の 1 年以内に行った、元の所属機

関で担当していた本来の職務又は元の所属機関から与えられた任務と関係のある発明創造。専利法第六条に

言う所属機関には、一時的な勤め先を含む。専利法第六条に言う所属機関の物質的技術条件とは、所属機関

の資金、設備、部品、原材料、又は一般的に開示されていない技術資料などを指す。 

第十三条 専利法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指

す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質的・技術的条件の利用のために便

宜を図った者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。 
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第十四条 専利法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移

転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書をもって、国務院特許行政部門で特許権移転手続きを取

らなければならない。特許権者が他者と締結した特許実施許諾契約は契約発効の日より起算して 3 ヶ月以内

に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。 

特許権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院特許行政部門で抵当登記手続きを取ら

なければならない。 

 

第二章 特許の出願 

第十五条 書面によって特許を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類 1 式 2 部を提出しなければ

ならない。国務院特許行政部門が規定するその他の形式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなけ

ればならない。申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務

を行う場合は、同時に委任の権限を明記した委任状を提出しなければならない。出願人が 2 人以上でかつ特

許代理機関に委任していない場合は、願書に別途言明されている場合を除き、願書に明記されている第一出

願人を代表人とする。 

第十六条 発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書に以下の事項を明記しなければならない。 

（1）発明、実用新案又は意匠の名称 

（2）出願人が中国の単位又は個人の場合、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織 

機構コード或いは住民身分証明書番号。出願人が外国人、外国企業或いは外国のその他 

の組織の場合、その氏名又は名称、国籍或いは登録した国又は地域。 

（3）発明者又は考案者の氏名 

（4）出願人が代理機構に委任している場合は、受任した機構の名称、機構コード及び当 

該機構が指定する特許代理人の氏名、執業免許番号、連絡先電話番号 

（五）優先権を主張する場合、出願人が初回提出した特許出願（以下「先願」と略称）の 

出願日、出願番号及び元の受理機関の名称 

（六）出願人又は特許代理機構の署名又は捺印 

（七）申請書類目録 

（八）添付書類目録 

（九）その他、明記すべき関係事項 

第十七条 発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。同名
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称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。 

（1）技術分野：保護を求める技術の属する技術分野を明記する。 

（2）背景技術：発明、実用新案に対する理解、検索、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合には、

さらにこれらの背景技術を反映する文章を引用して証明する。 

（3）発明の内容：発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採

用した技術方案を明記し、さらに既存技術と対比して、発明又は実用新案がもたらす有益な効果を明記する。 

（4）図面の説明：明細書に添付図面がある場合は、各添付図面について簡単に説明する。 

（5）具体的な実施形態：発明又は実用新案の実施に当たって最良と出願人が考える形態を詳細に明記する。

必要に応じて実施例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、添付図面を参照する。発明又は実用新案の

出願人は、その発明又は実用新案の性質がその他の方式又は順序によって明細書を作成した方が明細書の紙

幅を節約できかつ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させることが出来るものである場合を除き、前

項に規定する方式と順序に基づいて明細書を作成し、かつ明細書の各部分の最初に表題を明記しなければな

らない。発明又は実用新案の明細書は、用語が規範的で、 文章が明瞭でなければならず、また「請求項…に

記載する…であって」のような引用文や、商業的な宣伝用語を用いてはならない。発明特許出願に一つ又は

複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書に国務院特許行政部門が規定する配列表を含めな

ければならない。出願人は配列表を明細書の一つ単独した部分として提出しなければならず、かつ国務院特

許行政部門の規定に基づいて、コンピューター読み取り可能な形式による当該配列表の副本を提出しなけれ

ばならない。実用新案特許出願の明細書には、保護を請求する製品の形状、構造又はその組み合わせを示す

添付図面を備えなければならない。 

第十八条 発明又は実用新案の一枚以上の添付図面は「図 1、図 2、・・・・・・」の順に番 

号を振って並べなければならない。発明又は実用新案の明細書の文字部分に言及されていない記号は添付図

面中に出現してはなない。添付図面中に出現していない記号は明細書の文字部分で言及してはならない。出

願書類の中で同一構成部分を表す添付図面の記号は一致しなければならない。添付図面に、必要な字句を除

き、その他の注釈を有してはならない。 

第十九条 特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。 

特許請求の範囲に複数のクレームがある場合は、アラビア数字で番号を振らなければならない。特許請求の

範囲中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならず、化学式又は数

式が有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対に必要な場合を除き、「明細書・・・の部分に記載され

たように」或いは「図面・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。クレーム中の技術的特徴
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は明細書添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、クレームの理解に資する為に対応

する技術的特徴の後の括弧に置かなければならない。添付図面の記号はクレームへの制限と解してはならな

い。 

第二十条 特許請求の範囲は独立クレームを有しなければならず、従属クレームを有し- 7 - 

てもよい。独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技

術的特徴を記載しなければならない。従属クレームは付加的な技術的特徴を用い、引用するクレームをさら

に限定しなければならない。 

第二十一条 発明又は実用新案の独立クレームは前提部分と特徴部分を備え、以下の規定に基づいて作成し

なければならない。 

（1）前提部分：保護を請求する発明又は実用新案技術案のテーマの名称及び発明又は実用新案主題が最も近

い既存技術と共有する必要な技術的特徴を明記する。 

（2）特徴部分：「・・・を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が最も近い既存

技術と異なる技術的特徴を明記する。これらの特徴は前提部分に明記する特徴と合わせて、発明又は実用新

案が保護を求める範囲を限定する。発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するには適さない場

合、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。一つの発明又は実用新案には一つの独立クレー

ムしかなければならず、かつ同一する発明又は実用新案の従属クレームの前に記載するものとする。 

第二十二条 発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分を備え、以下の規定に基づいて作成し

なければならない。 

（1）引用部分：引用するクレームの番号とテーマの名称を明記する。 

（2）限定部分：発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記する。従属クレームはその前のクレームしか

引用できない。2 つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、択一的にその前のクレームを引用し、

かつ他の多項従属クレームの基礎としてはならない。 

第二十三条 要約書には発明又は実用新案特許出願が公開する内容の概要、即ち、発明又は実用新案の名称と

その属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術課題、同課題を解決するための技術方案の要点及

び主な用途を明確に反映しなければならない。要約書に発明を最も説明できる化学式を備えることが出来る。

添付図面のある特許出願は、さらに当該発明又は実用新案の技術的特徴を最も説明出来る添付図面を提出し

なければならない。添付図面の大きさと明晰度は、当該図面が 4ｃｍ×6ｃｍに縮小された時にもなお、図面

の中のディテールがはっきりと識別できるほどでなければならない。要約書の文字部分は 300 字を超えては

ならない。要約書中には商業的宣伝用語を使用してはならない。 
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第二十四条 特許を出願する発明が新しい生物材料に関わり、当該生物材料が一般に入手できないものであ

り、かつ当該生物材料に対する説明は当該分野の技術者にその発明を実施させるには充分でない場合は、専

利法と本細則の関連規定に合致する他に、出願人は以下の手続きも取らなければならない。 

（1）出願日までに又は遅くとも出願日（優先権がある場合には、優先権日を指す）に、当該生物材料のサン

プルを国務院特許行政部門に認可された寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日より起算して 4 ヶ月以内

に寄託機関が発行する寄託証明書と生存証明書を提出しなければならない。期限が満了になっても証明書を

提出しない場合は、当該サンプルは寄託されていないものと見なす。 

（2）出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。 

（3）生物材料サンプルの寄託に関わる特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称（ラテン語

名を注記する）、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。

出願時に明記されていない場合は、出願日より起算して 4 ヶ月以内に補正しなければならない。期限が満了

になっても補正しない場合は、寄託されていないものとみなす。 

第二十五条 発明特許出願人が本細則第二十四条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発

明特許出願が公開された後、如何なる単位又は個人が当該特許出願が関わる生物材料を実験目的で使用する

必要がある場合、国務院特許行政部門に申請を提出し、以下の事項を明記しなければならない。 

（1）申請者の氏名又は名称と住所 

（2）他の如何なる人にも当該生物材料を提供しない旨の保証 

（3）特許権が付与されるまでに、実験目的でのみ使用する旨の保証。 

第二十六条 専利法で言う遺伝資源とは、人体、動物、植物、又は微生物に由来し、遺伝の功能的な単位を有

し、かつ現実又は潜在的な価値を備える素材を指す。専利法で言う遺伝資源に依存して完成した発明創造と

は、遺伝資源の遺伝功能を利用して完成された発明創造を言う。遺伝資源に依存して完成した発明創造につ

いて特許を出願する場合、出願人は願書においてその旨を説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式

に記入しなければならない。 

第二十七条 出願人は色彩の保護を求める場合、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。 

出願人は各意匠製品において保護を求める内容について関係する図面又は写真を提出しなければならない。 

第二十八条 意匠の簡単な説明において、意匠製品の名称、用途及び意匠の設計要点を明記し、かつ設計要点

が最も明瞭に示されている図面或いは写真を一枚指定しなければならない。正投影図の省略や色彩の保護を

求める場合は、簡単な説明中にその旨を明記する。同一の製品における複数項の類似意匠を一つの意匠とし

て出願する場合、簡単な説明の中で、そのうちの一つを基本設計に指定しなければならない。簡単な説明に



 

596 

 

商業的な宣伝用語を使用したり、それを製品の性能の説明に使ったりしてはならない。 

第二十九条 国務院特許行政部門は必要に応じて、意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう

意匠特許出願人に要求することが出来る。サンプル又は模型の体積は 30cm×30cm×30cm 以下、重量は 15kg

以下とする。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。 

第三十条 特許第二十四条第（一）号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められ

た、博覧会国際事務局に登録した或いはそれに認められた国際博覧会を指す。専利法第二十四条第（二）号

に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部 

門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議を指す。特許を出願する発明創造に専利法第

二十四条第（一）号又は第（二）号に挙げた事情がある場合、出願人は特許出願の提出時に声明し、かつ出

願日より起算して 2 ヶ月以内に、国際博覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が

既に展示され又は発表された事実、並びに展示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。

特許を出願する発明創造に専利法第二十四条第（三）号に挙げた事情がある場合、国務院特許行政部門は必

要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することが出来る。出願人が本条第３項の規定

に基づいて声明と証明書類を提出せず、或いは本条第４項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出し

なかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。 

第三十一条 出願人が専利法第三十条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先願

の書類副本は元の受理機構の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門が当該受理機構と結んだ協

議に基づいて、国務院特許行政部門は電子交換等のルートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該

受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出したものとみなす。国内優先権を主張し、出願人は願書

において先願の出願日と出願番号を明記した場合、先願の書類副本を提出したと見なされる。優先権を主張

するが、願書において先願の出願日、出願番号と元の受理機構の名称のうちの一項又は二項の内容について

記載漏れ又は記載ミスがあった場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期限内に補正するよう通知する。

期限満了で補正しなかった場合、優先権を主張していないものとみなす。優先権を主張する出願人の氏名又

は名称が先願の書類副本に記載される出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提

出しなければならない。当該証明材料を提出しない場合、優先権を主張していないものと見なす。意匠特許

出願の出願人が外国優先権を主張し、その先願には意匠の簡単な説明を備えないが、出願人は本細則第二十

八条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先願書類における図面又は写真に示めされる範囲を超えていな

い場合、その優先権の主張には影響しない。 

第三十二条 出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することが出来る。複数の優先
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権を主張する場合は、同出願の優先権の期限は最も早い優先権日より起算する。出願人が国内優先権を主張

し、先願が発明特許の出願である場合は、同じ主題について発明又は実用新案の特許を出願することが出来

る。先願が実用新案特許の出願である場合は、同じ主題について実用新案又は発明の特許を出願することが

できる。ただし、後の出願の提出に当たり、先願の主題が以下に挙げる状況の一つにあたる場合、国内優先

権を主張する基礎としてはならない。 

（1）既に外国優先権又は国内優先権を主張している場合 

（2）既に特許権が付与されている場合 

（3）規定によって提出した分割出願に属する場合出願人が国内優先権を主張する場合、その先願は後の出願

が提出された日より取り下げられたものと見なす。 

第三十三条 中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が特許を出願し又は外国優先権を主張する場合、

国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を要求することが出来る。 

（1）出願人が個人の場合、その国籍の証明 

（2）出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録した国又は地域の証明書類 

（3）中国の機関及び個人が当該国国民と同等の条件で、同国において特許権、優先権及び特許に関わるその

他の権利を享有することを出願人所属国が承認する旨の証明書類 

第三十四条 専利法第三十一条第 1 項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出出来る、一つの全体的

発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応す

る特定の技術的特徴を備えなければならない。ここに言う特定の技術的特徴とは各発明又は実用新案が全体

として既存技術に貢献した技術的特徴を指す。 

第三十五条 専利法第三十一条第２項の規定に基づき、同一製品における複数の類似意匠を一件の出願とし

て提出する場合、当該製品における他の設計は簡単な説明で指定された基本設計と類似しなければならない。

一件の意匠特許出願における類似意匠は 10 を超えてはならない。専利法第三十一条第２項にいう同一類別

でかつセットで販売又は使用される製品の二つ以上の意匠とは、それぞれの製品が分類表の中の同一大分類

に属し、慣習上同時に販売又は同時に使用し、かつ各製品の意匠に同じ設計思想をもつことを指す。二つ以

上の意匠を一つの出願として提出する場合は、各意匠の通し番号をそれぞれの意匠製品の各図面又は写真の

名称の前に表記しなければならない。 

第三十六条 出願人が出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に声明を提出し、発明創造の名称、出願番

号と出願日を明記しなければならない。特許出願の取り下げ声明は、国務院特許行政部門が特許出願書類公

開の印刷準備作業を完了した後になされた場合、出願書類は依然として公開する。ただし、特許出願の取り
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下げ声明はその後に出版される特許公報に公告しなければならない。 

 

第三章 特許出願の審査と認可 

第三十七条 予備審査、実体審査、再審及び無効宣告手続きにおいて、審査と審理を行う者に以下に挙げる状

況の一つに該当する場合、自ら忌避しなければならず、当事者又はその他の利害関係者はその忌避を要求す

ることができる。 

（1）当事者又はその代理人の近い親族である場合 

（2）特許出願又は特許権と利害関係がある場合 

（3）当事者又はその代理人と、公正な審査と審理に影響する可能性があるその他の関 

係が有る場合 

（4）専利複審委員会の構成員がかつて元の出願の審査に参与していた場合 

第三十八条 国務院特許行政部門は、発明又は実用新案特許出願の願書、明細書（実用新案は添付図面を付さ

なければならない）及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書、意匠の図面又は写真と簡単な説明を受

領した後、出願日を明確にし、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。 

第三十九条 特許出願書類が以下に挙げる状況の一つに該当する場合、国務院特許行政部門は受理せず、出願

人に通知する。 

（1）発明又は実用新案特許の出願に願書、明細書（実用新案に添付図面がない）又は特許請求の範囲が欠け

ているか、若しくは意匠特許の出願に願書、図面又は写真、簡単な説明が欠けている場合 

（2）中国語を使用していない場合 

（3）本細則第百二十一条第 1 項の規定に合致しない場合 

（4）願書中に出願者の氏名又は名称が欠けている、或いは住所が欠落している場合 

（5）明らかに専利法第十八条又は第十九条第 1 項の規定に合致していない場合 

（6）特許出願の類別（発明、実用新案又は意匠）が明確でないか又は確定しがたい場合 

第四十条 明細書において添付図面についての説明が記載されているにもかかわらず、添付図面がないか又

は添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院特許行政部門が指定する期限内に添付図面を補足提

出するか又は添付図面についての説明の取り消しを申し立てなければならない。出願人が添付図面を補足提

出する場合、添付図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。添付図面についての説

明を取り消す場合は、元の出願日を維持する。 

第四十一条 二人以上の出願人は同日（出願日を指す。優先権を主張する場合は優先権日を指す）に、それぞ



 

599 

 

れ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願

人を確定しなければならない。同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について実用新案特許

と発明特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の特許を出願していること

をそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場合、専利法第九条第 1 項における同様の発明創造

について一つの特許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。国務院特許行政部門は実用新案特

許権の付与を公告する際に、出願人が本条第 2 項の規定に基づいて発明特許も同時に出願している旨の説明

を公告しなければならない。発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政

部門は出願人に規定期限内に実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。出願人が放棄

を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際

に出願人による実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない

場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下するものとする。期限が満了になっても出願人が回答

しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見なす。 

実用新案特許権は発明特許権の付与公告日を持って終了する。 

第四十二条 一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第五十四

条第 1 項に規定する期限が満了するまでに、国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。ただ

し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は見なし取り下げとされた場合、分割出願を申し出ることは

出来ない。国務院特許行政部門は、一つの特許出願が専利法第三十一条と本細則第三十四条又は第三十五条

の規定に合致しないと考える場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなけれ

ばならない。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該出願が取り下げられたものと見なす。分

割出願は元の出願の類別を変更してはならない。 

第四十三条 本細則第四十二条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、

優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えて

はならない。分割出願は専利法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを取らなければならない。分割出願

の願書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願の提出に当たって、出願人

は元の出願書類の副本を提出しなければならない。元の出願が優先権を有する場合、合わせて元の出願の優

先権書類の副本を提出しなければならない。 

第四十四条 専利法第三十四条と第四十条に言う予備審査とは、特許出願が専利法第二十六条又は第二十七

条に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを

指し、さらに以下の各項を審査する。（1）発明特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明
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らかに属しているか、専利法第十八条、第十九条第 1 項、第二十条第１項又は本細則第十六条、第二十六条

第 2 項の規定に合致していないではないか、専利法第二条第 2 項、第二十六条第 5 項、第三十一条第 1 項、

第三十三条又は本細則第十七条～第二十一条の規定に明らかに合致していないではないか。 

（2）実用新案特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十

八条、第十九条第 1 項、第二十条第 1 項又は本細則第十六条～第十九条、第二十一条～第二十三条の規定に

合致していないではないか、専利法第二条第 3 項、第二十二条第 2 項、第４項、第二十六条第 3 項、第４項、

第三十一条第 1 項、第三十三条又は本細則第二十条、第四十三条第１項の規定に明らかに合致していないで

はないか、専利法第九条の規定に基づいて特許権を取得できないではないか 

（3）意匠特許出願が専利法第五条、第二十五条第 1 項第（6）号に規定される状況に明らかに属しているか、

専利法第十八条、第十九条第 1 項又は本細則第十六条、第二十七条、第二十八条の規定に合致しないではな

いか、専利法第二条第 4 項、第二十三条第 1 項、第二十七条第 2 項、第三十一条第 2 項、第三十三条或いは

本細則第四十三条第 1 項の規定に明らかに合致していないではないか、専利法第九条の規定に基づいて特許

権を取得できないではないか。 

（4）出願書類が本細則第二条、第三条第 1 項の規定に合致するか。国務院特許行政部門は審査意見を出願

人に通知し、指定の期限内に意見の陳述又は補正をするよう要求しなければならない。期限が満了になって

も出願人が補正しない場合は、その出願を取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正し

た後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと考える場合、却下しなければならない。 

第四十五条 特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関わるその他の書類

は以下に挙げる状況の一つに該当する場合、提出されていないものと見なす。 

（1）規定された書式を使用せず又は記入が規定に合致しない場合 

（2）規定に基づいて証明材料を提出していない場合国務院特許行政部門は提出されていないと見なすとい

う審査意見を出願人に通知しなければならない。 

第四十六条 出願人がその特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し出なければな

らない。国務院特許行政部門は当該出願について予備審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を

公開しなければならない。 

第四十七条 出願人は意匠を使用する製品及びその属する類別を明記する場合、国務院特許行政部門が公表

した意匠製品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する製品の属する類別が明記されていないか又

は記載された類別が適切でない場合、国務院特許行政部門は補充又は訂正することが出来る。 

第四十八条 発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで、如何なる人でも専利法の規定に合致しな
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い特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することが出来る。 

第四十九条 発明特許の出願人は正当な理由があって専利法第三十六条に規定する検索資料又は審査結果資

料を提出できない場合は、国務院特許行政部門に申し出て、かつ関係資料を入手した後に補充として提出し

なければならない。 

第五十条 国務院特許行政部門は専利法第三十五条第 2 項の規定に基づいて特許出願について自ら審査を行

う時は、出願人に通知しなければならない。 

第五十一条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が

実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して 3 ヶ月以内に、発明特許出願を自発的に補正する

ことが出来る。実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より 2 ヵ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を

自発的に補正することが出来る。出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許

出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。国務院

特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に補正することが出来る。国務

院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。 

第五十二条 発明又は実用新案特許出願の明細書又は特許請求の範囲の補正部分については、個々の文字上

の補正又は増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面

又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。 

第五十三条 専利法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願は実体審査を経て拒絶しなければならない状

況とは、以下のものを指す。 

（1）出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは専利法第九条の規定によって特許権

を付与できない場合 

（2）出願が専利法第二条第 2 項、第二十条第 1 項、第二十二条、第二十六条第 3 項、第 4 項、第 5 項、第

三十一条第 1 項或いは本細則第二十条第 2 項の規定に合致しない場合、 

（3）出願の補正が専利法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十三条第 1 項の規定

に合致しない場合 

第五十四条 国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より

起算して 2 ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国

務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。期限が満了になっても登

録手続きを取らない場合、特許権を取得する権利を放棄したものと見なす。 

第五十五条 機密保持特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は機密
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保持特許権の付与決定を行い、機密保持特許証書を発行し、機密保持特許権の関連事項について登記しなけ

ればならない。 

第五十六条 実用新案又は意匠特許権の付与決定が公告された後、専利法第六十条に規定される特許権者又

は利害関係者は特許権評価報告書の作成を国務院特許行政部門に請求することができる。特許権評価報告書

の作成を請求する場合は、特許権評価報告請求書を提出し、特許番号を明記しなければならない。一つの請

求は一つの特許権に限るものとする。特許権評価報告請求書が規定に合致しない場合、国務院特許行政部門

は指定の期限内に補正するよう請求人に通知しなければならない。期限が満了になっても請求人が補正を行

わない場合、請求が提出されなかったものと見なす。 

第五十七条 国務院特許行政部門が特許権評価報告請求書を受け取ってから 2 ヶ月以内に、特許権評価報告

を作成しなければならない。同一する実用新案或いは意匠特許権に対して、複数の請求人が特許権評価報告

を請求する場合、国務院特許行政部門は評価報告を 1 式だけ作成する。いかなる単位又は個人でも当該特許

権評価報告を閲覧又は複製することができる。 

第五十八条 国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に存在する誤りについて、発見したら、適時に

訂正し、かつ行なった訂正について公告しなければならない。 

 

第四章 特許出願の再審と特許権の無効宣告 

第五十九条 専利複審委員会は国務院特許行政部門が指定する技術専門家と法律専門家から構成され、主任

委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。 

第六十条 専利法第四十一条の規定に基づいて専利複審委員会に再審を請求する場合は、再審請求書を提出

して、理由を説明し、必要に応じてさらに関係する証拠を添付しなければならない。再審請求が専利法第十

九条第 1 項又は第四十一条第 1 項の規定に合致しない場合、専利複審委員会は受理せず、書面をもって再審

請求者に通知すると同時に理由を説明する。再審請求書が規定の書式に合致しない場合、再審請求人は専利

複審委員会の指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合、当該再審

請求が提出されなかったものと見なす。 

第六十一条 請求人は再審を請求し又は専利複審委員会の再審通知書に回答する時に、特許出願書類を補正

することが出来る。ただし、補正は拒絶決定又は再審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする。補

正された特許出願書類は一式二部提出しなければならない。 

第六十二条 専利複審委員会は受理した再審請求書を国務院特許行政部門の元の審査部門に回して審査させ

なければならない。元の審査部門が再審請求人の請求に基づいて元の決定の取り消しに同意する場合、専利
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複審委員会はこれに基づいて再審の決定を行い、再審請求人に通知しなければならない。 

第六十三条 専利複審委員会は再審を行った後、再審請求が専利法と本細則の関係規定に合致していないと

考える場合、再審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期限が満

了になっても回答しない場合、当該再審請求が取り下げられたものと見なす。意見を陳述し又は補正した後、

専利複審委員会は依然として専利法と本細則の規定に合致していないと考える場合、元の拒絶決定を維持す

る旨の再審決定を行わなければならない。専利複審委員会は再審を行った後、元の拒絶決定が専利法と本細

則の関係規定に合致していないと考える場合、又は補正を行った特許出願書類が元の拒絶決定に指 

摘された欠陥を取り除いたと考える場合、元の拒絶決定を取り消し、元の審査部門で引き続き審査手続きを

行わなければならない。 

第六十四条 専利複審委員会が決定を下すまでに、再審請求人はその再審請求を取り下げることが出来る。専

利複審委員会が決定を下すまでに再審請求人がその再審請求を取り下げた場合、再審手続きは終了する。 

第六十五条 専利法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、専利

複審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は

提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指

摘しなければならない。前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が専利法第二条、

第二十条第 1 項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第 3 項、第 4 項、第二十七条第 2 項、第三十三条、

又は本細則第二十条第 2 項、第四十三条第 1 項の規定に合致しないか、若しくは専利法第五条、第二十五条

の規定に該当するか、或いは専利法第九条の規定に基づいて特許権を付与できないことを指す。 

第六十六条 特許権無効宣告請求書が専利法第十九条第 1 項又は第六十五条の規定に合致しない場合、専利

複審委員会は受理しない。専利複審委員会が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証

拠によって無効宣告を請求した場合、専利複審委員会は受理しない。専利法第二十三条第 3 項の規定に合致

しないことを理由に意匠特許権の無効宣告を請求したが、権利の衝突を証明する証拠を提出しない場合は、

専利複審委員会は受理しない。特許権無効宣告請求書が規定の書式に合致しない場合、無効宣告請求人は専

利複審委員会が指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合は、当該

無効宣告請求が提出されなかったものと見なす。 

第六十七条 専利複審委員会が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提出した日より起算し

て 1 ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることが出来る。期限を過ぎて理由の追加又は証拠の補充を

する場合、専利複審委員会は考慮しないことができる。 

第六十八条 専利複審委員会は特許権無効宣告請求書と関係書類の副本を特許権者に送付し、指定の期限内
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に意見を陳述するよう要求しなければならない。特許権者と無効宣告請求人は指定の期限内に専利複審委員

会が発行した書類転送通知書又は無効宣告請求審査通知書に回答しなければならない。期限が満了になって

も回答しなくても、専利複審委員会の審理に影響しない。 

第六十九条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正

することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。発明又は実用新案特許の特許権者は特許

明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。 

第七十条 専利複審委員会は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理

を行う旨の決定をすることが出来る。専利複審委員会が無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をし

た場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。

当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。無効宣告請求人が専利複審委員会の発行する

口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、しかも口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求が

取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが 

出来る。 

第七十一条 無効宣告請求の審理手続きにおいて、専利複審委員会が指定した期限は延長してはならない。 

第七十二条 専利複審委員会が無効宣告請求について決定を下す前に、無効宣告請求人はその請求を取り下

げることが出来る。専利複審委員会が決定を下す前に、無効宣告請求人がその請求を取り下げ、或いはその

無効宣告請求が取り下げられたと見なされる場合は、無効宣告請求審査手続きは終了する。ただし、専利複

審委員会はすでに行った審査で特許権の無効又は一部無効を宣告する決定を下すことができると考える場合

は、審査手続きを終了しない。 

 

第五章 特許実施の強制許諾 

第七十三条 専利法第四十八条第（１）号に言うその特許を十分に実施していないとは、特許権者及びその被

許諾者がその特許を実施する方法又は規模が特許製品又は特許方法に対する国内の需要を満たしていないこ

とを指す。専利法第五十条に言う特許権を取得した薬品とは、公衆健康問題の解決に必要な医薬品分野の如

何なる特許製品或いは特許方法により直接に獲得した製品を指し、特許権を取得した、当該製品の製造に必

要な活性成分及び当該製品の使用に必要な診断用品を含む。 

第七十四条 強制実施許諾を請求する場合は、国務院特許行政部門に強制実施許諾請求書を提出して、理由を

説明すると同時に関係証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は強制実施許諾請求書の副

本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門の指定する期限内に意見を陳述し
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なければならない。期限が満了になっても回答しない場合、国務院特許行政部門が決定を下すのに影響しな

い。国務院特許行政部門は、強制実施許諾請求を拒絶する決定又は強制実施許諾を付与する決定を下す前に、

その下す決定及びその理由について請求人と特許権者に通知しなければならない。国務院特許行政部門が専

利法第五十条の規定に基づいて下した強制実施許諾の決定は、中国が保留にしたものを除き、中国が締結又

は参加した関連国際条約における、公衆健康問題の解決のための強制実施許諾を付与することに係わる規定

に同時に合致しなければならない。 

第七十五条 専利法第五十七条の規定に基づき、国務院特許行政部門に使用費の金額についての裁決を求め

る場合、当事者は裁決請求書を提出し、双方が協議で合意できないことの証明文書を添付しなければならな

い。国務院特許行政部門は、請求書を受領した日より３ヵ月以内に裁決を行い、当事者に通知しなければな

らない。 

 

第六章 職務発明創造の発明者又は考案者に対する奨励と報酬 

第七十六条 特許権が付与された単位は専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者

又は考案者と約定するか、若しくは法に従って制定した規定制度の中で定めることができる。企業、事業団

体が発明者又は考案者に与える奨励、報酬は国の相関財務、会計制度の規定に基づいて処理する。 

第七十七条 特許権が付与された機関は、発明者又は考案者と専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と

金額について約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権公告日

より３ヵ月以内に発明者又は考案者に報奨を支給しなければならない。発明特許一件あたりの報奨は 3,000

元を下回ってはならず、実用新案特許又は意匠特許一件あたりの報奨は 1,000 元を下回ってはならない。発

明者又は考案者の意見が所属単位に採用されたことにより完成された発明創造については、特許権が付与さ

れた単位は、優遇して報奨を支給しなければならない。 

第七十八条 特許権が付与された単位は、専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者

又は考案者と約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権の有効

期限内において、発明創造の特許が実施された後、毎年、同発明又は実用新案特許の実施により得られた営

業利益の中から 2％を下回らない金額、若しくは、当該意匠特許の実施により得られた営業利益の中から

0.2％を下回らない金額を、報酬として発明者又は考案者に与え、或いは、上述の比率を参照して、一括で発

明者又は考案者に報酬を与えなければならない。特許権が付与された機関が、その他の機関又は個人にその

特許の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の 10％を下回らない金額を報酬として発明者又は考案者に

与えなければならない。 
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第七章 特許権の保護 

第七十九条 専利法と本細則にいう特許業務を管理する部門とは、省、自治区、直轄市人民政府及び特許管理

作業の量が多く、処理能力を有する、区が設けられる市の人民政府が設立した特許業務を管理する部門を指

す。 

第八十条 国務院特許行政部門は、特許権侵害紛争の処理、特許詐称行為への取締り、特許紛争の調停につい

て特許業務を管理する部門に対し業務指導を行わなければならない。 

第八十一条 当事者が特許権侵害紛争の処理又は特許紛争の調停を求める場合、被請求人の所在地又は権利

侵害行為発生地の特許業務を管理する部門が管轄する。二つ以上の特許業務を管理する部門が特許紛争の管

轄権を有する場合、当事者はそのうち一つの特許業務を管理する部門に請求することができる。当事者が二

つ以上の管轄権を有する特許業務を管理する部門に請求した場合、最も早く受理した特許業務を管理する部

門が管轄する。特許業務を管理する部門で管轄権について争議が発生した場合、その共通の上級人民政府の

特許業務を管理する部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務を管理する部門がない場合は、

国務院特許行政部門が管轄を指定する。 

第八十二条 特許侵害紛争の処理過程において、被請求人が無効宣告請求を提出し、かつ専利複審委員会に受

理された場合、特許業務を管理する部門に処理の中止を求めることができる。特許業務を管理する部門は、

被請求人の提出した中止の理由が明らかに成立しな 

いと考える場合は、処理を中止しなくてもよい。 

第八十三条 特許権者は専利法第十七条の規定に基づき、その特許製品又は同製品の包装上に特許標識を表

示する場合、国務院特許行政部門が定めた方式に従って表示しなければならない。特許標識が前項の規定に

合致しない場合、特許業務を管理する部門より改正を命 

じる。 

第八十四条 次に当てはまる行為は、専利法第六十三条に規定される特許詐称行為となる。 

（一）特許権が付与されていない製品又はその包装上に特許標識を表記するか、特 

許権が無効と宣告された後或いは終了した後でもなお、引き続き製品又はその包装上 

に特許標識を表記するか、若しくは許可を得ずに、製品又は製品の包装上に他人の特 

許番号を表記する 

（二）第（一）号に記述される製品の販売 

（三）カタログなどの資料において、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計とし、



 

607 

 

特許出願を特許として、或いは許可を得ずに他人の特許番号を使用することで、係わる技術又は設計を特許

技術又は特許設計であると公衆に誤解させる。 

（四）特許証書、特許文書又は特許出願書類の偽造又は変造 

（五）その他公衆を混同させ、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計であると誤

認させる行為特許権が終了する前に法に基づいて特許製品、特許方法により直接取得した製品又はその包装

上に特許標識を表記し、特許権終了後に当該製品の販売の申し出、販売をするものについては、特許詐称行

為に属しない。特許詐称製品であることを知らないで販売し、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場

合は、特許業務を管理する部門より販売停止を命じるが、罰金の処罰が免除される。 

第八十五条 専利法第六十条に規定される場合を除き、特許業務を管理する部門は当事者の請求に応じて、次

に列挙した特許紛争について調停を行うことができる。 

（一）特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争 

（二）発明者、考案者の資格をめぐる紛争 

（三）職務発明創造の発明者、考案者の奨励と報酬をめぐる紛争 

（四）発明特許出願が公開後、特許権付与前に、発明を使用したが適切な費用の未 

払いで発生した紛争 

（五）その他の特許紛争前項第（四）号に挙げる紛争について、当事者が特許業務を管理する部門に調停を

求める場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。 

第八十六条 当事者は、特許出願権又は特許権の帰属で紛争が発生し、既に特許業務を管理する部門に調停を

求め、或いは人民法院に起訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続きの中止を請求することができ

る。前項規定に基づき関連手続きの中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、特許業務

を管理する部門又は人民法院による特許出願番号又は特許番号が明記された関連受理文書の副本を添付しな

ければならない。特許業務を管理する部門が下した調停書又は人民法院が下した判決が効力を生じた後、当

事者は国務院特許行政部門に関連手続きの再開に関わる手続きを行わなければならない。中止請求日より 1

年以内に、関連特許出願権又は特許権の帰属をめぐる紛争が解決されておらず、引き続き関連手続きの中止

が必要な場合は、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が満了になっても延長

請求をしていない場合は、国務院特許行政部門は自ら関連手続きを再開する。 

第八十七条 人民法院が民事案件の審理において特許出願権又は特許権に対し保全措置を取る裁決を下した

場合、国務院特許行政部門は特許出願番号又は特許番号が明記された裁定書と執行協力通知書を受領した日

に、保全される特許出願権又は特許権の関連手続きを中止するものとする。保全期間満了後、人民法院が引
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き続き保全措置を取る裁定を下していない場合、国務院特許行政部門は関連手続きを自ら再開する。 

第八十八条 国務院特許行政部門が本細則第八十六条と第八十七条の規定に基づき関連手続きを中止すると

は、特許出願の予備審査、実体審査、再審手続き、特許権の付与手続きと特許権の無効宣告手続きの一時停

止、特許権又は特許出願権の放棄、変更、譲渡手続き、特許権抵当手続き及び特許権期限満了前の終了手続

きなどの一時停止のことを指す。 

 

第八章 特許の登記と特許公報 

第八十九条 国務院特許行政部門は特許登記簿を設置し、特許出願と特許権に関わる下記事項を登記する。 

（一）特許権の付与 

（二）特許出願権、特許権の譲渡 

（三）特許権の抵当、保全及びその解除 

（四）特許実施許諾契約の登記登録 

（五）特許権の無効宣告 

（六）特許権の終了 

（七）特許権の回復 

（八）特許実施の強制許諾 

（九）特許権者の氏名又は名称、国籍と住所の変更 

第九十条 国務院特許行政部門は特許公報を定期的に出版し、下記の内容を公布又は公告する： 

（一）発明特許出願の書誌事項と要約書 

（二）発明特許出願の実体審査請求と国務院特許行政部門が発明特許出願に対し自発的に実体審査を行うこ

との決定 

（三）発明特許出願公開後の拒絶、取り下げ、見なし取り下げ、見なし放棄、回復と移転 

（四）特許権の付与及び特許権の書誌事項 

（五）発明又は実用新案特許の要約書、意匠特許の図面又は写真一枚 

（六）国防特許、機密保持特許の機密保持の解除 

（七）特許権の無効宣告 

（八）特許権の終了、回復 

（九）特許権の移転 

（十）特許実施許諾契約の登記登録 
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（十一）特許権の抵当、保全及びその解除 

（十二）特許実施強制許諾の付与 

（十三）特許権者の氏名又は名称、住所の変更 

（十四）公告による文書の送達 

（十五）国務院特許行政部門がなした訂正 

（十六）その他の関連事項 

第九十一条 国務院特許行政部門は特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許

の単行本を提供し、無料で公衆の閲覧に供するものとする。 

第九十二条 国務院特許行政部門は互恵の原則に基づき、他の国、地域の特許機関又は地域的な特許組織との

特許文献の交換に責任を負う。 

 

第九章 費用 

第九十三条 国務院特許行政部門で特許出願とその他の手続きを行う際に、下記の費用を納めなければなら

ない： 

（一）出願費、出願付加費、公布印刷費、優先権主張費 

（二）発明特許出願実体審査費、再審費 

（三）特許登録費、公告印刷費、年金 

（四）権利回復請求費、期限延長請求費 

（五）書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費前項に列挙された各費用の納付基準は、国

務院価格管理部門、財政部門と国務院特許行政部門によって共同で定めるものとする。 

第九十四条 専利法と本細則で規定した各費用は、国務院特許行政部門に直接納付してもよく、郵便振込又は

銀行振込、若しくは国務院特許行政部門が規定したその他の方式により納付することもできる。郵便振込又

は銀行振込で納付する場合は、国務院特許行政部門宛ての振込手続き記入書に出願番号又は特許番号及び納

付する費用の名称を正確に明記しなければならない。本項規定に符合しない場合は、納付手続きを行ってい

ないものとみなされる。国務院特許行政部門に費用を直接納付する場合は、納付した当日を納付日とする。

郵便振込方式により費用を納付する場合は、郵便局が振込処理を行った消印日を納付日とする。銀行振込方

式により費用を納付する場合は、銀行が実際に振込処理を行った日を納付日とする。特許費用の過払い、二

重払い、納付間違いの場合、当事者は納付日より３年以内で、国務院特許行政部門に返還請求を提出するこ

とができ、国務院特許行政部門はそれを返還しなければならない。 
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第九十五条 出願人は出願日より 2 か月以内或いは受理通知書を受け取った日より１５日以内に、出願費、

公布印刷費と必要な出願付加費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場

合は、その出願が取り下げられたものとみなす。出願人が優先権を主張する場合、出願費の納付と同時に優

先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、優先権を主張

しなかったと見なす。 

第九十六条 当事者が実体審査又は再審を請求する場合、専利法及び本細則で規定された関連期限内に費用

を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、請求を提出しなかったと

見なす。 

第九十七条 出願人は登録手続きを行う際、特許登録費、公告印刷費と特許権付与年の年金を納付しなければ

ならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、登録手続きを行わなかったと見なす。 

第九十八条 特許権付与年以後の年金は、前年度の期限満了前に納付しなければならない。特許権者が未納付

又は納付不足の場合、国務院特許行政部門は年金納付期限の満了日より６ヵ月以内に追納すると同時に滞納

金を支払うよう特許権者に通知しなければならない。滞納金の金額は、規定の納付期限を１ヶ月過ぎる毎に、

その年の年金全額の 5％を加算する基準で計算する。期限が満了になっても未納付の場合は、特許権は年金

納付期限満了日をもって終了するものとする。 

第九十九条 権利回復請求費は本細則に規定される関連期限内に納付しなければならない。期限が満了にな

っても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったと見なす。期限延長請求費は相応する期限満了日

前に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、請求を提出しなかった

と見なす。書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費は、請求提出日より１ヵ月以内に納付

しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。 

第百条 出願人又は特許権者が本細則で規定された各費用の納付が困難な場合、規定に基づき国務院特許行

政部門に減額又は延期納付の請求を提出することができる。減額又は延期納付の方法については、国務院財

政部門と国務院価格管理部門、国務院特許行政部門と共同で定めるものとする。 

 

第十章 国際出願に関する特別規定 

第百一条 国務院特許行政部門は専利法第二十条の規定に基づき、特許協力条約に基づく特許の国際出願の

提出を受理する。特許協力条約に基づいて提出しかつ中国を指定した特許の国際出願（以下、国際出願と略

す）が国務院特許行政部門による処理の段階への移行（以下、中国国内移行と略す）に係わる条件と手続き

は本章の規定を適用するものとする。本章に規定のないものについては、専利法及び本細則のその他各章の
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関連規定を適用するものとする。 

第百二条 特許協力条約に基づいてすでに国際出願日が確定され、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特

許行政部門に提出された特許出願とみなされ、当該国際出願日は専利法第二十八条にいう出願日とみなされ

る。 

第百三条 国際出願の出願人は、特許協力条約第二条にいう優先権日（本章では“優先権日”と略す）より３０

ヶ月以内に、国務院特許行政部門で中国国内移行手続きをしなければならない。出願人が当該期限内に同手

続を行わなかった場合、期限延長費を支払うことによって、優先権日より３２ヵ月以内に中国国内移行手続

きを行うことができる。 

第百四条 出願人は本細則第百三条の規定に基づいて中国国内移行手続きを行う場合、下記の要求に合致し

なければならない。 

（一）中国語で中国国内移行の書面声明を提出し、国際出願番号と付与されたい特許の種類を明記する。 

（二）本細則第九十三条第 1 項に規定する出願費、公布印刷費を納付し、必要に応じて本細則第百三条に規

定した期限延長費を納付する。 

（三）国際出願が外国語で提出された場合、最初の国際出願の明細書と特許請求の範囲の中国語訳を提出す

る。 

（四）中国国内移行の書面声明において、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所と発明者の氏名を

明記し、前記内容が世界知的所有権機関国際事務局（以下｢国際事務局｣と略称）での記録に一致しなければ

ならない。国際出願に発明者を明記しなかった場合、前記声明において発明者の氏名を明記する。 

(五)国際出願が外国語で提出された場合、要約の中国語訳を提出し、図面と要約図がある場合、図面の副本と

要約図の副本を提出、図面の中に文字がある場合、それを該当する中国語に書き換え、国際出願が中国語で

提出された場合、国際公布書類の中の要約と要約図の副本を提出する。 

（六）国際段階においてすでに国際事務局で出願人変更手続きをした場合は、変更後の出願人が出願権を有

することの証明材料を提出する。 

（七）必要に応じて本細則第九十三条第１項に規定される出願付加費を納付する。本条第１項第（一）号～

第(三)号の要求に合致する場合、国務院特許行政部門は出願番号を付し、国際出願の中国国内移行の日付（以

下「移行日」と略称）を明確にし、かつ出願人にその国際出願がすでに中国国内に移行した旨を通知しなけ

ればならない。国際出願がすでに中国国内に移行したが、本条第１項第(四)号～第(七)号の要求に合致しない

場合、国務院特許行政部門は指定期限内での補正を出願人に通知しなければならない。期限が満了になって

も補正しなかった場合、その出願が取り下げられたものと見なす。 
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第百五条 国際出願は次に掲げる事項の一つに該当する場合、その中国における効力は終了するものとする。 

（一）国際段階において、国際出願が取り下げられ又は見なし取り下げとされ、若しくは国際出願の中国指

定が取り下げられた。 

（二）出願人は優先権日より３２ヵ月以内に、本細則第百三条の規定によって中国国内移行手続きを行わな

かった。 

（三）出願人が中国国内移行手続きを行っているが、優先権日より３２ヵ月の期限が満了になってもなお本

細則第百四条第（一）号～第（三）号の要求に合致しない。前項第（一）号の規定に基づいて国際出願は中

国における効力が終了した場合、本細則第六条の規定を適用しない。前項第（二）号、第（三）号の規定に

基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条第 2 項の規定を適用しない。 

第百六条 国際出願が国際段階において修正が行われ、出願人は修正された出願書類を基に審査を行うよう

求める場合、移行日より２ヵ月以内に修正部分の中国語訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語

訳文を提出しない場合は、出願人が国際段階において提出した修正について、国務院特許行政部門は考慮し

ない。 

第百七条 国際出願が関わる発明創造が、専利法第二十四条第（一）号又は第（二）号に挙げられた状況のい

ずれか一つに該当し、国際出願を提出時に声明をしている場合、出願人は中国国内移行書面声明の中でそれ

を説明し、かつ移行日より２ヵ月以内に本細則第三十条第三項で規定された関連証明文書を提出しなければ

ならない。説明しない或いは期限が満了しても証明文書を提出しなかった場合、その出願が専利法第二十四

条の規定を適用しない。 

第百八条 出願人が特許協力条約に基づき生物学的材料サンプルの寄託について説明を行った場合、本細則

第二十四条第（三）号の要求を満たしているものとみなす。出願人は中国国内移行声明の中に、生物学的材

料サンプルの寄託事項を記載した文書及び当該文書における具体的な記載位置を明記しなければならない。

出願人は、最初に提出した国際出願の明細書の中に生物学的材料サンプルの寄託事項についてすでに記載し

ているが、中国国内移行声明の中に明記しなかった場合、移行日より 4 か月以内に補正を行わなければなら

ない。期限が満了になっても補正をしなかった場合、当該生物学的材料について寄託が提出されていないも

のとみなす。出願人が移行日より４ヵ月以内に国務院特許行政部門に生物学的材料サンプルの寄託証明書と

生存証明書を提出した場合、本細則第二十四条第（一）号に規定された期限内に提出したものとみなす。 

第百九条 国際出願が係わる発明創造が遺伝資源に依存して完成された場合、出願人は国際出願の中国国内

移行書面声明の中にそれを説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。 

第百十条 出願人が国際段階においてすでに一項又は複数項の優先権を主張していて、中国国内に移行する
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際に当該優先権主張が依然として有効である場合、すでに専利法第三十条の規定に基づき書面声明を提出し

たものとみなす。出願人は移行日から２ヵ月以内に優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了に

なっても未納又は納付不足の場合、同優先権を主張していないものと見なす。出願人は国際段階において特

許協力条約の規定に基づきすでに先願書類の副本を提出している場合、中国国内移行手続きを行う際に国務

院特許行政部門に先願書類の副本を提出する必要がない。出願人が国際段階において先願書類の副本を提出

しなかった場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、出願人に指定期限内での追加提出を通知することが

できる。期限満了になっても出願人が提出しない場合、その優先権主張が提出されていないものとみなす。 

第百十一条 優先権日より３０ヵ月の期限が満了前に、国務院特許行政部門に国際出願の早期処理と審査を

請求する場合、出願人は中国国内移行手続きの他に、特許協力条約第二十三条第二項の規定に基づいて請求

を提出しなければならない。国際事務局がまだ国務院特許行政部門に国際出願を伝送していない場合、出願

人は確認済みの国際出願の副本を提出しなければならない。 

第百十二条 実用新案特許の取得を求める国際出願について、出願人は移行日より２ヵ月以内に自発的に特

許出願書類を修正することができる。発明特許権の取得を求める国際出願は、本細則第五十一条第一項の規

定を適用するものとする。 

第百十三条 出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲又は図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発

見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。 

（一）国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する

前 

（二）国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より

3 か月以内出願人は訳文のミスを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納

めなければならない。出願人は国務院特許行政部門よりの通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指

定期限内で本条第二項に規定された手続きを行わなければならない。期限が満了になっても規定手続きを行

っていない場合、同出願が取り下げられたものとみなす。 

第百十四条 発明特許権の取得を求める国際出願について、国務院特許行政部門は予備審査を経て専利法と

本細則の関連規定に符合していると認めた場合、特許公報上で公布し、国際出願が中国語以外の言語で提出

されている場合、出願書類の中国語訳を公布する。発明特許権の取得を求める国際出願は、国際事務局が中

国語で国際公布を行った場合、国際公布日から専利法第十三条の規定を適用する。国際局により中国語以外

の言語で国際公布を行った場合、国務院特許行政部門による公布の日から専利法第十三条の規定を適用する。

国際出願において、専利法第二十一条と第二十二条における公布とは、本条第一項に規定された公布を指す。 
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第百十五条 国際出願に二項以上の発明又は実用新案が含まれる場合、出願人は移行日より、本細則第四十二

条第一項の規定に基づき分割出願を提出することができる。国際段階において、国際調査機関又は国際予備

審査機関は国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件に合致していないと認めた時、出願人が規定通

りに付加費を納付しなかったことによって、国際出願の一部が国際調査を受けず或いは国際予備審査を経て

おらず、中国国内段階に移行する時に、出願人が前述する部分を審査の基礎とするよう要求し、国務院特許

行政部門は国際調査機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいものであると認めた

場合、指定期限内に単一性回復費を納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても

未納又は納付不足の場合、国際出願において調査を受けていないか又は国際予備審査を経ていない部分が取

り下げられたものと見なす。 

第百十六条 国際出願が、国際段階において関連国際機関に国際出願日の付与を拒絶され、又は見なし取り下

げと宣告された場合、出願人は通知を受領した日より２ヵ月以内に、国際出願保存書類の中の如何なる書類

の副本を国務院特許行政部門へ転送するよう国際事務局に請求し、かつ同期限内に国務院特許行政部門で本

細則第百三条に規定される手続をとることができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類

を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。 

第百十七条 国際出願に基づいて付与された特許権において、訳文の誤りによって、専利法第五十九条の規定

に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が示す範囲を超えた場合、原文によって制限された後の保護

範囲に準じる。保護範囲が国際出願の原文が示す範囲より狭くなった場合は、権利付与時の保護範囲に準じ

る。 

 

第十一章 附則 

第百十八条 国務院特許行政部門の同意を経て、如何なる人でも既に公開又は公告された特許出願書類及び

特許登記簿を閲覧又は複製することができ、さらに国務院特許行政部門に特許登記簿の副本の発行を請求す

ることができる。見なし取下げ、却下又は自発的に取下げられた特許出願の書類は、当該特許出願が失効し

た日より満 2 年以降は保管しない。既に放棄され、全部無効と宣告され、又は消滅した特許権の書類は、当

該特許権が失効した日より満３年以降は保管しない。 

第百十九条 国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、出願人、特許権者、その他

の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印するものとする。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機

構が捺印する。発明者の氏名、特許出願人と特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称、

住所及び代理人の氏名を変更する場合は、変更理由の証明材料を添えて、国務院特許行政部門で書誌的事項
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の変更手続を取らなければならない。 

第百二十条 国務院特許行政部門に出願又は特許権に関する書類を郵送する場合、書留書状を使用するもの

とし、小包を使用してはならない。初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類

を提出する時及び各種手続を取る時は、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の

氏名又は名称を明記しなければならない。 

一通の書状中には同一出願の書類だけが入るものとする。 

第百二十一条 各種出願書類はタイピング又は印刷し、文字は黒色を呈し、整っていて鮮明でなければなら

ず、かつ元の字を消して変更してはならない。添付図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均

一かつ鮮明でなければならず、かつ元のものを消して変更してはならない。願書、明細書、特許請求の範囲、

添付図面及び要約書は各々アラビア数字を用いて通し番号を振らなければならない。出願書類の文字部分は

横書きでなければならない。紙は片面使用に限る。 

第百二十二条 国務院特許行政部門は専利法及び本細則に基づいて特許審査基準を作成する。 

第百二十三条 本細則は 2001 年 7 月 1 日より実施する。1992 年 12 月 12 日に国務院が修正を同意し、1992

年 12 月 21 日に中国専利局が発布した「中華人民共和国専利法実施細則」は同時に廃止する。国務院による

「中華人民共和国専利法実施細則」の改正の関する決定国務院は「中華人民共和国専利法実施細則」を以下

のように改正すると決定する。 

一、第二条を削除する。 

二、第七条を第六条に改め、一項を増加し、第三項とする。「当事者が本条第 1 項又は第 2 項の規定に基づ

き権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添

付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利

の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。」 

三、第八条を第七条に改め、以下のとおりに修正する。「特許出願が国防利益に関わり、機密保持の必要があ

る場合は、国防特許機関が受理したうえ審査を行うものとする。国務院特許行政部門が受理した、国防利益

に関わり、機密保持の必要がある特許出願は、適時に国防特許機関に移行して審査を行わなければならない。

国防特許機関の審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門より国防特許権の付与決

定を行う。国務院特許行政部門は、その受理した発明或いは実用新案の特許出願が国防利益以外の国家安全

又は重大利益に関わり、機密保持の必要があると考える場合、適時に機密保持特許出願として取り扱う決定

を下し、出願人に通知しなければならない。機密保持特許出願の審査、再審及び機密保持特許権の無効宣告

にかかわる特別手続きについては、国務院特許行政部門が規定する。」 
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四、一条を増加し、第八条とする。「専利法第二十条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、

技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明又は実用新案を言う。いかなる単位又は個人が中国に

おいて完成した発明又は実用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによ

って国務院特許行政部門に機密保持の審査を請求しなければならない。 

（一）直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務

院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。 

（二）国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際

出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国務

院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場合、

同時に機密保持審査請求を提出したとみなされる。」 

五、一条を増加し、第九条とする。「国務院特許行政部門は、本細則第八条に基づいて提出された請求を受け

取った後、審査を経て当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大利益に係わる可能性があり機密保持の必

要があると認めた場合、適時に出願人に機密保持審査通知を発行しなければならない。出願人は、その請求

提出日から４ヵ月以内に機密保持審査通知を受け取っていない場合、当該発明又は実用新案を持って外国に

特許の出願或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出することができる。国務院特許行政部門は前項

の規定により機密保持審査を行う場合、機密保持の必要性があるかについて適時に決定を下した上で、出願

人に通知しなければならない。出願人は、その請求提出日から６ヵ月以内に機密保持必要の決定を受け取っ

ていない場合、当該発明又は実用新案を持って外国に特許の出願或いは関連する外国機構に特許の国際出願

を提出することができる。」 

六、第十一条を第十二条に改め、第一項第（三）号を以下のとおりに修正する。「定年退職、元の所属機関か

ら転職した後又は労働や人事関係終止後の 1 年以内に行った、元の所属機関で担当していた本来の職務又は

元の所属機関から与えられた任務と関係のある発明創造。」 

七、第十三条を第四十一条に改め、以下のとおりに修正する。「二人以上の出願人は同日（出願日を指す。優

先権を主張する場合は優先権日を指す）に、それぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院

特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。同一出願人は同日に(出願

日を指す)に同様の発明創造について実用新案特許と発明特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創

造についてすでに他方の特許を出願していることをそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場

合、専利法第九条第 1 項における同様の発明創造について一つの特許権しか付与できないという規定に基づ

いて処理する。国務院特許行政部門は実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条第 2 項の規定に
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基づいて発明特許も同時に出願している旨の説明を公告しなければならない。発明特許出願は審査を経て拒

絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に規定期限内に実用新案特許権の放棄を声明

するよう通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与

決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際に出願人による実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告

しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下する

ものとする。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見

なす。実用新案特許権は発明特許権の付与公告日を持って終了する。」 

八、第十四条を削除する。 

九、第十五条を第十四条に改め、一項を増加し、第三項とする。「特許権をもって抵当する場合、質入れ人と

抵当権者は共同で、国務院特許行政部門で抵当登記手続きを取らなければならない。」 

十、第十七条を第十六条に改め、以下のとおりに修正する。「発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書に以

下の事項を明記しなければならない。 

（1）発明、実用新案又は意匠の名称 

（2）出願人が中国の単位又は個人の場合、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織機構コード或いは住民

身分証明書番号。出願人が外国人、外国企業或いは外国のその他の組織の場合、その氏名又は名称、国籍或

いは登録した国又は地域。 

（3）発明者又は考案者の氏名 

（4）出願人が代理機構に委任している場合は、受任した機構の名称、機構コード及び当該機構が指定する特

許代理人の氏名、執業免許番号、連絡先電話番号 

（5）優先権を主張する場合、出願人が初回提出した特許出願（以下「先願」と略称）の出願日、出願番号及

び元の受理機関の名称 

（6）出願人又は特許代理機構の署名又は捺印 

（7）申請書類目録 

（8）添付書類目録 

（9）その他、明記すべき関係事項。」 

十一、第十八条を第十七条に改め、一項を増加し、第五項とする。「実用新案特許出願の明細書には、保護を

請求する製品の形状、構造又はその組み合わせを示す添付図面を備えなければならない。」 

十二、一条を増加し第二十六条とする。「専利法で言う遺伝資源とは、人体、動物、植物、又は微生物に由来

し、遺伝の功能的な単位を有し、かつ現実又は潜在的な価値を備える素材を指す。専利法で言う遺伝資源に
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依存して完成した発明創造とは、遺伝資源の遺伝功能を利用して完成された発明創造を言う。遺伝資源に依

存して完成した発明創造について特許を出願する場合、出願人は願書においてその旨を説明し、かつ国務院

特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。」 

十三、第二十七条第一項を削除する。 

十四、第二十八条を以下のとおりに修正する。「意匠の簡単な説明において、意匠製品の名称、用途及び意匠

の設計要点を明記し、かつ設計要点が最も明瞭に示されている図面或いは写真を一枚指定しなければならな

い。正投影図の省略や色彩の保護を求める場合は、簡単な説明中にその旨を明記する。同一の製品における

複数項の類似意匠を一つの意匠として出願する場合、簡単な説明の中で、そのうちの一つを基本設計に指定

しなければならない。簡単な説明に商業的な宣伝用語を使用したり、それを製品の性能の説明に使ったりし

てはならない。」 

十五、第三十条を削除する。 

十六、第三十一条を第三十条に改め、一項を増加し、第一項とする。「専利法第二十四条第（一）号に言う中

国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録した或いはそれ

に認められた国際博覧会を指す。」 

十七、第三十二条を第三十一条に改め、以下のとおりに修正する。「出願人が専利法第三十条の規定に基づい

て外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先願の書類副本は元の受理機構の証明を受けなければなら

ない。国務院特許行政部門が当該受理機構と結んだ協議に基づいて、国務院特許行政部門は電子交換等のル

ートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出し

たものとみなす。国内優先権を主張し、出願人は願書において先願の出願日と出願番号を明記した場合、先

願の書類副本を提出したと見なされる。優先権を主張するが、願書において先願の出願日、出願番号と元の

受理機構の名称のうちの一項又は二項の内容について記載漏れ又は記載ミスがあった場合、国務院特許行政

部門は出願人に指定期限内に補正するよう通知する。期限満了で補正しなかった場合、優先権を主張してい

ないものとみなす。優先権を主張する出願人の氏名又は名称が先願の書類副本に記載される出願人の氏名又

は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提出しなければならない。当該証明材料を提出しない場

合、優先権を主張していないものと見なす。意匠特許出願の出願人が外国優先権を主張し、その先願には意

匠の簡単な説明を備えないが、出願人は本細則第二十八条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先願書類

における図面又は写真に示めされる範囲を超えていない場合、その優先権の主張には影響しない。」 

十八、第三十六条を第三十五条に改め、以下のとおりに修正する。「専利法第三十一条第２項の規定に基づき、

同一製品における複数の類似意匠を一件の出願として提出する場合、当該製品における他の設計は簡単な説
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明で指定された基本設計と類似しなければならない。一件の意匠特許出願における類似意匠は 10 を超えて

はならない。専利法第三十一条第２項にいう同一類別でかつセットで販売又は使用される製品の二つ以上の

意匠とは、それぞれの製品が分類表の中の同一大分類に属し、慣習上同時に販売又は同時に使用し、かつ各

製品の意匠に同じ設計思想をもつことを指す。二つ以上の意匠を一つの出願として提出する場合は、各意匠

の通し番号をそれぞれの意匠製品の各図面又は写真の名称の前に表記しなければならない。」 

十九、第四十四条第一項を以下のとおりに修正する。「専利法第三十四条と第四十条に言う予備審査とは、特

許出願が専利法第二十六条又は第二十七条に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、これら

の書類が規定の書式に合致しているかを指し、さらに以下の各項を審査する。 

（1）発明特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十八

条、第十九条第 1 項、第二十条第１項又は本細則第十六条、第二十六条第 2 項の規定に合致していないでは

ないか、専利法第二条第 2 項、第二十六条第 5 項、第三十一条第 1 項、第三十三条又は本細則第十七条～第

二十一条の規定に明らかに合致していないではないか。 

（2）実用新案特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十

八条、第十九条第 1 項、第二十条第 1 項又は本細則第十六条～第十九条、第二十一条～第二十三条の規定に

合致していないではないか、専利法第二条第 3 項、第二十二条第 2 項、第４項、第二十六条第 3 項、第４項、

第三十一条第 1 項、第三十三条又は本細則第二十条、第四十三条第１項の規定に明らかに合致していないで

はないか、専利法第九条の規定に基づいて特許権を取得できないではないか 

（3）意匠特許出願が専利法第五条、第二十五条第 1 項第（6）号に規定される状況に明らかに属しているか、

専利法第十八条、第十九条第 1 項又は本細則第十六条、第二十七条、第二十八条の規定に合致しないではな

いか、専利法第二条第 4 項、第二十三条第 1 項、第二十七条第 2 項、第三十一条第 2 項、第三十三条或いは

本細則第四十三条第 1 項の規定に明らかに合致していないではないか、専利法第九条の規定に基づいて特許

権を取得できないではないか。 

（4）出願書類が本細則第二条、第三条第 1 項の規定に合致するか。」二十、一条を増加し、第五十五条とす

る。「機密保持特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は機密保持特許

権の付与決定を行い、機密保持特許証書を発行し、機密保持特許権の関連事項について登記しなければなら

ない。」 

二十一、第五十五条を第五十六条に改め、以下のとおりに修正する。「実用新案又は意匠特許権の付与決定が

公告された後、専利法第六十条に規定される特許権者又は利害関係者は特許権評価報告書の作成を国務院特

許行政部門に請求することができる。特許権評価報告書の作成を請求する場合は、特許権評価報告請求書を
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提出し、特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一つの特許権に限るものとする。特許権評価報

告請求書が規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう請求人に通知しなけ

ればならない。期限が満了になっても請求人が補正を行わない場合、請求が提出されなかったものと見なす。」 

二十二、第五十六条を第五十七条に改め、以下のとおりに修正する。「国務院特許行政部門が特許権評価報告

請求書を受け取ってから 2 ヶ月以内に、特許権評価報告を作成しなければならない。同一する実用新案或い

は意匠特許権に対して、複数の請求人が特許権評価報告を請求する場合、国務院特許行政部門は評価報告を

1 式だけ作成する。いかなる機関又は個人でも当該特許権評価報告を閲覧又は複製することができる。」 

二十三、第五十九条を第六十条に改め、一項を増加し、第二項とする。「再審請求が専利法第十九条第 1 項又

は第四十一条第 1 項の規定に合致しない場合、専利複審委員会は受理せず、書面をもって再審請求者に通知

すると同時に理由を説明する。」 

二十四、第七十一条を第七十二条に改め、第二項を以下のとおりに修正する。「専利複審委員会が決定を下す

前に、無効宣告請求人がその請求を取り下げ、或いはその無効宣告請求が取り下げられたと見なされる場合

は、無効宣告請求審査手続きは終了する。ただし、専利複審委員会はすでに行った審査で特許権の無効又は

一部無効を宣告する決定を下すことができると考える場合は、審査手続きを終了しない。」 

二十五、一条を増加し、第七十三条とする。「専利法第四十八条第（１）号に言うその特許を十分に実施して

いないとは、特許権者及びその被許諾者がその特許を実施する方法又は規模が特許製品又は特許方法に対す

る国内の需要を満たしていないことを指す。専利法第五十条に言う特許権を取得した薬品とは、公衆健康問

題の解決に必要な医薬品分野の如何なる特許製品或いは特許方法により直接に獲得した製品を指し、特許権

を取得した、当該製品の製造に必要な活性成分及び当該製品の使用に必要な診断用品を含む。」 

二十六、第七十二条を第七十四条に改め、以下のとおりに修正する。「強制実施許諾を請求する場合は、国務

院特許行政部門に強制実施許諾請求書を提出して、理由を説明すると同時に関係証明書類を添付しなければ

ならない。国務院特許行政部門は強制実施許諾請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。特許権

者は国務院特許行政部門の指定する期限内に意見を陳述しなければならない。期限が満了になっても回答し

ない場合、国務院特許行政部門が決定を下すのに影響しない。国務院特許行政部門は、強制実施許諾請求を

拒絶する決定又は強制実施許諾を付与する決定を下す前に、その下す決定及びその理由について請求人と特

許権者に通知しなければならない。国務院特許行政部門が専利法第五十条の規定に基づいて下した強制実施

許諾の決定は、中国が保留にしたものを除き、中国が締結又は参加した関連国際条約における、公衆健康問

題の解決のための強制実施許諾を付与することに係わる規定に同時に合致しなければならない。」 

二十七、一条を増加し、第七十六条とする。「特許権が付与された機関は専利法第十六条に規定する奨励、報
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酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定するか、若しくは法に従って制定した規定制度の中で定め

ることができる。企業、事業単位が発明者又は創作者に与える奨励、報酬は国の相関財務、会計制度の規定

に基づいて処理する。」 

二十八、第七十四条を第七十七条に改め、以下のとおりに修正する。「特許権が付与された機関は、発明者又

は考案者と専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定していない、しかも法に従って

制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権公告日より３ヵ月以内に発明者又は考案者に報奨を支給

しなければならない。発明特許一件あたりの報奨は 3,000 元を下回ってはならず、実用新案特許又は意匠特

許一件あたりの報奨は 1,000 元を下回ってはならない。発明者又は考案者の意見が所属機関に採用されたこ

とにより完成された発明創造については、特許権が付与された機関は、優遇して報奨を支給しなければなら

ない。」 

二十九、第七十五条と第七十六条を併合し、第七十八条として、以下のとおりに修正する。「特許権が付与さ

れた機関は、専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定していな

い、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権の有効期限内において、発明創造

の特許が実施された後、毎年、同発明又は実用新案特許の実施により得られた営業利益の中から 2％を下回

らない金額、若しくは、当該意匠特許の実施により得られた営業利益の中から 0.2％を下回らない金額を、

報酬として発明者又は考案者に与え、或いは、上述の比率を参照して、一括で発明者又は創作者に報酬を与

えなければならない。特許権が付与された機関が、その他の機関又は個人にその特許の実施を許諾した場合、

取得した使用許諾料の 10％を下回らない金額を報酬として発明者又は考案者に与えなければならない。」 

三十、第七十七条を削除する。 

三十一、第八十三条に一項を増加し、第二項とする。「特許標識が前項の規定に合致しない場合、特許業務を

管理する部門より改正を命じる。」 

三十二、第八十四条と第八十五条を併合し、第八十四条として、以下のとおりに修正する。「次に当てはまる

行為は、専利法第六十三条に規定される特許詐称行為となる。 

（一）特許権が付与されていない製品又はその包装上に特許標識を表記するか、特許権が無効と宣告された

後或いは終了した後でもなお、引き続き製品又はその包装上に特許標識を表記するか、若しくは許可を得ず

に、製品又は製品の包装上に他人の特許番号を表記する 

（二）第（一）号に記述される製品の販売 

（三）カタログなどの資料において、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計とし、

特許出願を特許として、或いは許可を得ずに他人の特許番号を使用することで、係わる技術又は設計を特許
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技術又は特許設計であると公衆に誤解させる。 

（四）特許証書、特許文書又は特許出願書類の偽造又は変造 

（五）その他公衆を混同させ、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計であると誤

認させる行為特許権が終了する前に法に基づいて特許製品、特許方法により直接取得した製品又はその包装

上に特許標識を表記し、特許権終了後に当該製品の販売の申し出、販売をするものについては、特許詐称行

為に属しない。特許詐称製品であることを知らないで販売し、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場

合は、特許業務を管理する部門より販売停止を命じるが、罰金の処罰が免除される。」 

三十三、第八十七条を以下のとおりに修正する。「人民法院が民事案件の審理において特許出願権又は特許権

に対し保全措置を取る裁決を下した場合、国務院特許行政部門は特許出願番号又は特許番号が明記された裁

定書と執行協力通知書を受領した日に、保全される特許出願権又は特許権の関連手続きを中止するものとす

る。保全期間満了後、人民法院が引き続き保全措置を取る裁定を下していない場合、国務院特許行政部門は

関連手続きを自ら再開する。」 

三十四、一条を増加し、第八十八条とする。「国務院特許行政部門が本細則第八十六条と第八十七条の規定に

基づき関連手続きを中止するとは、特許出願の予備審査、実体審査、再審手続き、特許権の付与手続きと特

許権の無効宣告手続きの一時停止、特許権又は特許出願権の放棄、変更、譲渡手続き、特許権抵当手続き及

び特許権期限満了前の終了手続きなどの一時停止のことを指す。」 

三十五、第八十九条第一項を第九十条に改め、以下のとおりに修正する。「国務院特許行政部門は特許公報を

定期的に出版し、下記の内容を公布又は公告する： 

（一）発明特許出願の書誌事項と要約書 

（二）発明特許出願の実体審査請求と国務院特許行政部門が発明特許出願に対し自発的に実体審査を行うこ

との決定 

（三）発明特許出願公開後の拒絶、取り下げ、見なし取り下げ、見なし放棄、回復と移転 

（四）特許権の付与及び特許権の書誌事項 

（五）発明又は実用新案特許の要約書、意匠特許の図面又は写真一枚 

（六）国防特許、機密保持特許の機密保持の解除 

（七）特許権の無効宣告 

（八）特許権の終了、回復 

（九）特許権の移転 

（十）特許実施許諾契約の登記登録 



 

623 

 

（十一）特許権の抵当、保全及びその解除 

（十二）特許実施強制許諾の付与 

（十三）特許権者の氏名又は名称、住所の変更 

（十四）公告による文書の送達 

（十五）国務院特許行政部門がなした訂正 

（十六）その他の関連事項。」 

三十六、第八十九条第二項を第九十一条に改め、以下のとおりに修正する。「国務院特許行政部門は特許公報、

発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許の単行本を提供し、無料で公衆の閲覧に供す

るものとする。」 

三十七、一条を増加し、第九十二条とする。「国務院特許行政部門は互恵の原則に基づき、他の国、地域の特

許機関又は地域的な特許組織との特許文献の交換に責任を負う。」 

三十八、第九十条を第九十三条に改め、以下のとおりに修正する。「国務院特許行政部門で特許出願とその他

の手続きを行う際に、下記の費用を納めなければならない： 

（一）出願費、出願付加費、公布印刷費、優先権主張費 

（二）発明特許出願実体審査費、再審費 

（三）特許登録費、公告印刷費、年金 

（四）権利回復請求費、期限延長請求費 

（五）書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費前項に列挙された各費用の納付基準は、国

務院価格管理部門、財政部門と国務院特許行政部門によって共同で定めるものとする。」 

三十九、第九十二条を第九十五条に改め、第一項を以下のとおりに修正する。「出願人は出願日より 2 か月以

内或いは受理通知書を受け取った日より１５日以内に、出願費、公布印刷費と必要な出願付加費を納付しな

ければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合は、その出願が取り下げられたものとみ

なす。」 

四十、第九十四条を削除する。 

四十一、第九十七条を第九十九条に改め、以下のとおりに修正する。「権利回復請求費は本細則に規定される

関連期限内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しな

かったと見なす。期限延長請求費は相応する期限満了日前に納付しなければならない。期限が満了になって

も未納付又は納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、

無効宣告請求費は、請求提出日より１ヵ月以内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又
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は納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。」 

四十二、第九十八条を第百条に改め、以下のとおりに修正する。「出願人又は特許権者が本細則で規定された

各費用の納付が困難な場合、規定に基づき国務院特許行政部門に減額又は延期納付の請求を提出することが

できる。減額又は延期納付の方法については、国務院財政部門と国務院価格管理部門、国務院特許行政部門

と共同で定めるものとする。」 

四十三、第百一条、第百三条、第百五条第一項の部分内容を併合し、第百三条として、以下のとおりに修正

する。「国際出願の出願人は、特許協力条約第二条にいう優先権日（本章では“優先権日”と略す）より３０ヶ

月以内に、国務院特許行政部門で中国国内移行手続きをしなければならない。出願人が当該期限内に同手続

を行わなかった場合、期限延長費を支払うことによって、優先権日より３２ヵ月以内に中国国内移行手続き

を行うことができる。」 

四十四、第百一条、第百三条、第百五条第一項の部分内容を併合し、第百四条として、以下のとおりに修正

する。「出願人は本細則第百三条の規定に基づいて中国国内移行手続きを行う場合、下記の要求に合致しなけ

ればならない。 

（一）中国語で中国国内移行の書面声明を提出し、国際出願番号と付与されたい特許の種類を明記する。 

（二）本細則第九十三条第 1 項に規定する出願費、公布印刷費を納付し、必要に応じて本細則第百三条に規

定した期限延長費を納付する。 

（三）国際出願が外国語で提出された場合、最初の国際出願の明細書と特許請求の範囲の中国語訳を提出す

る。 

（四）中国国内移行の書面声明において、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所と発明者の氏名を

明記し、前記内容が世界知的所有権機関国際事務局（以下｢国際事務局｣と略称）での記録に一致しなければ

ならない。国際出願に発明者を明記しなかった場合、前記声明において発明者の氏名を明記する。 

(五)国際出願が外国語で提出された場合、要約の中国語訳を提出し、図面と要約図がある場合、図面の副本と

要約図の副本を提出、図面の中に文字がある場合、それを該当する中国語に書き換え、国際出願が中国語で

提出された場合、国際公布書類の中の要約と要約図の副本を提出する。 

（六）国際段階においてすでに国際事務局で出願人変更手続きをした場合は、変更後の出願人が出願権を有

することの証明材料を提出する。 

（七）必要に応じて本細則第九十三条第１項に規定される出願付加費を納付する。本条第１項第（一）号～

第(三)号の要求に合致する場合、国務院特許行政部門は出願番号を付し、国際出願の中国国内移行の日付（以

下「移行日」と略称）を明確にし、かつ出願人にその国際出願がすでに中国国内に移行した旨を通知しなけ
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ればならない。国際出願がすでに中国国内に移行したが、本条第１項第(四)号～第(七)号の要求に合致しない

場合、国務院特許行政部門は指定期限内での補正を出願人に通知しなければならない。期限が満了になって

も補正しなかった場合、その出願が取り下げられたものと見なす。」 

四十五、第百条第二項と第百二条を併合し、第百五条として、以下のとおりに修正する。「国際出願は次に掲

げる事項の一つに該当する場合、その中国における効力は終了するものとする。 

（一）国際段階において、国際出願が取り下げられ又は見なし取り下げとされ、若しくは国際出願の中国指

定が取り下げられた。 

（二）出願人は優先権日より３２ヵ月以内に、本細則第百三条の規定によって中国国内移行手続きを行わな

かった。 

（三）出願人が中国国内移行手続きを行っているが、優先権日より３２ヵ月の期限が満了になってもなお本

細則第百四条第（一）号～第（三）号の要求に合致しない。前項第（一）号の規定に基づいて国際出願は中

国における効力が終了した場合、本細則第六条の規定を適用しない。前項第（二）号、第（三）号の規定に

基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条第 2 項の規定を適用しない。」 

四十六、第百四条を第百六条に改め、以下のとおりに修正する。「国際出願が国際段階において修正が行われ、

出願人は修正された出願書類を基に審査を行うよう求める場合、移行日より２ヵ月以内に修正部分の中国語

訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳文を提出していない場合は、出願人が国際段階におい

て提出した修正について、国務院特許行政部門は考慮しないものとする。」 

四十七、第百五条を第百七条に改め、以下のとおりに修正する。「国際出願が関わる発明創造が、専利法第二

十四条第（一）号又は第（二）号に挙げられた状況のいずれか一つに該当し、国際出願を提出時に声明をし

ている場合、出願人は中国国内移行書面声明の中でそれを説明し、かつ移行日より２ヵ月以内に本細則第三

十条第三項で規定された関連証明文書を提出しなければならない。説明しない或いは期限が満了しても証明

文書を提出しなかった場合、その出願が専利法第二十四条の規定を適用しない。」 

四十八、一条を増加し、第百九条とする。「国際出願が係わる発明創造が遺伝資源に依存して完成された場合、

出願人は国際出願の中国国内移行書面声明の中にそれを説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に

記入しなければならない。」 

四十九、第百七条を第百十条に改め、第二項を以下のとおりに修正する。「出願人は移行日から２ヵ月以内に

優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納又は納付不足の場合、当該優先権を主

張していないものと見なす。」第四項を削除する。 

五十、第百九条を第百十二条に改め、第一項を以下のとおりに修正する。「実用新案特許の取得を求める国際
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出願について、出願人は移行日より２ヵ月以内に自発的に特許出願書類を修正することができる。」 

五十一、第百十三条と第百十四条を削除する。この他、2008 年 12 月 27 日に審議採択した「全国人民代表

大会常務委員会『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき、「中華人民共和国専利法実施細則」

の引用した「中華人民共和国専利法」の条文を相応的に改正して、又は部分条項順序と文字も相応的に調整

した。 

 

本決定は 2010 年 2 月 1 日から実施する。 

「中華人民共和国専利法実施細則」を本決定に基づき、相応的に改正して、改めて公布する。 
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商標法実施条例89 

（2002 年 8 月 3 日中華人民共和国国務院令第 358 号公布、2014 年 4 月 29 日中華人民共和国国務院令

第 651 号改正） 

 

目次 

第一章 総則 

第二章 商標登録の出願 

第三章 商標登録出願の審査 

第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 

第五章 マドリッド商標国際登録 

第六章 商標審判 

第七章 商標使用の管理 

第八章 商標権の保護 

第九章 商標代理 

第十章 附則 

 

第一章 総則 

第一条 「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」と略称。）に基づき、本条例を制定する。 

第二条 本条例における商品商標に関する規定は、役務商標にも適用する。 

第三条 商標権保有者が商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標の保護を請求する場合には、その商標が

馳名商標に該当する証拠を提出しなければならない。商標局及び商標評審委員会は、商標法第十四条の規定

に基づいて、審査処理する案件の必要及び当事者の提出した証拠資料をもとに、その商標の馳名状況につい

て認定する。 

第四条 商標法第十六条に定める地理的表示は、商標法及び本条例の規定に基づき、証明商標又は団体商標と

して登録出願することができる。地理的表示が証明商標として登録される場合には、その商品が当該地理的

表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、当該証明商標の使用を請求することができ、当

 
892014 年 4 月 30 日付け国務院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/30/content_2670953.htm 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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該証明商標を管理する組織はそれを承認しなければならない。地理的表示が団体商標として登録される場合

には、その商品が当該地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、当該地理的表示を

団体商標として登録した団体、協会又はその他の組織への参加を請求することができ、当該団体、協会又は

その他の組織はその定款により会員として受け入れなければならない。当該地理的表示を団体商標として登

録した団体、協会又はその他の組織への参加を請求しない場合であっても、当該地理的表示を正当に使用す

ることができ、当該団体、協会又はその他の組織はそれを禁止する権利を有しない。 

第五条 当事者が商標代理機構に、商標登録出願又はその他の商標関連手続を委託する場合には、代理委託書

を提出しなければならない。代理委託書には、代理内容及びその権限を明記しなければならない。外国人又

は外国企業の代理委託書には、委託人の国籍を明記しなければならない。外国人又は外国企業の代理委託書

及びその関連証明書類の公証、認証手続は、対等の原則に基づき行わなければならない。商標登録出願又は

商標権の譲渡にあたり、商標登録出願人又は商標権譲渡の譲受人が外国人又は外国企業である場合には、願

書において、商標局、商標評審委員会の後続の商標業務に関する法律文書を受け取る中国国内の受取人を指

定しなければならない。商標局、商標評審委員会の後続の商標業務に関する法律文書は、中国国内の受取人

に送達する。商標法第十八条にいう外国人又は外国企業とは、中国に恒常的居所又は営業所を有していない

外国人又は外国企業をいう。 

第六条 商標登録出願又はその他の商標関連手続を行う場合には、中国語を使用しなければならない。商標法

及び本条例の規定に従って提出する各種の証書、証明書類及び証拠資料が外国語のものである場合には、中

国語訳文を添付しなければならない。それを添付していない場合には、当該証書、証明書類又は証拠資料を

提出しなかったとものとみなす。 

第七条 商標局、商標評審委員会の職員が以下に掲げるいずれかに該当する場合には、忌避しなければならな

い。当事者又は利害関係人は、その忌避を請求することができる。 

（1）当事者若しくは当事者又は代理人の近親者である場合 

（2）当事者又は代理人とその他の関係を有し、公正を妨げるおそれがある場合 3 

（3）商標登録出願又はその他の商標関連手続について利害関係を有する場合 

第八条 商標法第二十二条に定める電子文書方式により商標登録出願等の関連書類を提出する場合には、商

標局又は商標評審委員会の規定に基づきインターネットを通じて提出しなければならない。 

第九条 本条例第十八条に定める場合を除き、当事者が商標局又は商標評審委員会に提出する書類又は資料

の提出日について、手交する場合には、手交日を提出日とし、郵送する場合には、差出しの消印日を提出日

とし、消印が明らかでない又はない場合には、商標局又は商標評審委員会が実際に受取った日を提出日とす
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る。ただし、当事者が実際の消印日の証拠を提出する場合を除く。郵政企業以外の宅配業者を通じて提出し

た場合には、宅配業者が実際に集荷発送した日を提出日とする。集荷発送日が不明である場合には、商標局

又は商標評審委員会が実際に受取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の集荷発送日の証拠を提出

する場合は除く。電子文書方式で提出した場合には、商標局又は商標評審委員会の電子システムに入った日

を提出日とする。当事者は、商標局又は商標評審委員会に書類を郵送する場合には、受取証が付く郵便を利

用しなければならない。当事者が商標局又は商標評審委員会に提出する書類について、書面により提出した

場合には、商標局又は商標評審委員会の保存するファイルの記録に準ずる。電子文書方式で提出した場合に

は、商標局又は商標評審委員会のデータベースの記録に準ずる。ただし、当事者が商標局又は商標評審委員

会のファイル、データベースの記録に誤りがあることを確かに証明できる場合を除く。 

第十条 商標局又は商標評審委員会は、各種書類を郵送、手交、電子的方式又はその他の方式によって当事者

に送達することができる。電子的方式により当事者に送達する場合、当事者の同意を得なければならない。

当事者が商標代理機構に委託する場合には、書類を当該代理機構に送達したことにより、当事者に送達した

ものとみなす。商標局又は商標評審委員会が当事者に各種書類を送達する送達日について、郵送した場合に

は、当事者受取りの消印日を提出日とし、消印が明らかではない若しくはない場合、書類を発送した日から

15 日の満了をもって当事者に送達したものとみなす。ただし、当事者が実際の受取日を証明する場合を除

く。手交した場合には、手交日を提出日とする。電子文書により送達した場合には、書類を発送した日から

15 日の満了をもって当事者に送達したものとみなす。ただし、書類がその電子システムに入った日を証明

できる場合を除く。上記方式により書類を送達することができない場合には、公告をもって当事者に送達し

たものとすることができ、公告を公布した日から 30 日の満了をもって当事者に送達したものとみなす。 

第十一条 下記の期間は、商標審査及び審理の期間に計上しない。 

（一）商標局又は商標評審委員会の書類が公告により送達される期間 

（二）当事者が証拠の補足又は書類の補正を必要とする期間、及び当事者変更により 

再答弁が必要とされる期間 

（三）同日出願について、使用証拠提出及び協議、抽選が必要とされる期間 

（四）優先権の確定を待つ期間 

（五）審査及び審理中に、事件の申請人の請求により、先行権利事件の審理結果を待 

つ期間 

第十二条 本条第二項の規定以外に、商標法及び本条例に定める各種期間の初日は期間内に計上しない。年又

は月で期間を計算する場合、期間の最後の月の対応日を期間満了日とする。その月に対応日がない場合、そ
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の月の最後の日を期間満了日とする。期間満了日が休祭日である場合、休祭日後の最初の営業日を期間満了

日とする。商標法第三十九条、第四十条に定める登録商標の有効期間は、法定日より起算し、期間の最終の

月の対応日の前日を期間満了日とし、その月に対応日がない場合には、その月の最後の日を期間満了日とす

る。 

 

第二章 商標登録の出願 

第十三条 商標登録出願する場合、公布された商品及び役務分類表に基づいて、記入、出願しなければならな

い。商標登録出願一件毎に、「商標登録願書」1 通、商標見本 1 部を提出しなければならない。色彩の組合せ

又は着色見本を商標登録出願する場合には、着色見本の他に、白黒見本を 1 部提出しなければならない。色

彩を指定しない場合、白黒見本を提出しなければならない。商標見本は、明瞭で、貼付しやすく、光沢のあ

る丈夫な紙に印刷されたものとし、又は代用写真を用いることとしなければならない。縦及び横が、10ｃｍ

を超えず、5ｃｍを下回らない大きさのものでなければならない。立体的形状を商標登録出願する場合には、

その旨を願書に声明し、商標の使用方式を説明するとともに、立体的形状を確定できる見本を提出しなけれ

ばならない。提出する商標見本は少なくとも三面図を含まなければならない。色彩の組合せを商標登録出願

する場合には、その旨を願書に声明し、商標の使用方式を説明しなければならない。音声標識を商標登録出

願する場合には、その旨を願書に声明し、要件に適う音声見本を提出するとともに、登録出願する音声商標、

商標の使用方式を説明しなければならない。音声商標を説明する場合には、五線譜又は略譜により商標とし

て出願する音声について説明すると共に、文字説明を添付しなければならない。五線譜又は略譜により説明

できない場合には、文字により説明しなければならない。商標に対する説明は音声見本と一致しなければな

らない。団体商標、証明商標を登録出願する場合には、その旨を願書に声明し、主体資格証明書類と使用管

理規則を提出しなければならない。商標が外国語文字である又は外国語文字を含む場合には、その意味を説

明しなければならない。 

第十四条 商標登録出願する場合、出願人は身分証明書を提出しなければならない。商標登録出願人の名義は

その提出した証明書類と一致しなければならない。前項の出願人がその身分証明書を提出することに関する

規定は、商標局に提出する変更、譲渡、更新、異議、取消等その他の商標出願関連事項にも適用する。 

第十五条 商品又は役務に関する項目の名称は、商品・役務分類表に記載された分類番号及び名称に基づき記

入されなければならない。商品又は役務に関する項目の名称が商品・役務分類表に記載されていない場合に

は、当該商品又は役務の説明を添付しなければならない。 

商標登録出願等の関係書類は、紙文書で提出する場合には、タイプ又は印刷されたものでなければならない。
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本条第二項の規定は、その他の商標出願関連事項にも適用する。 

第十六条 同一の商標を共同で商標登録出願する又はその他の共同商標関連手続きを行う場合には、願書に

おいて代表者を一名指定しなければならない。代表者の指定がない場合には、願書の一番目に記載された者

を代表者とする。商標局及び商標評審委員会の文書は代表者に送達しなければならない。 

第十七条 出願人がその名義、住所、代理人、書類受取人を変更し、又は指定商品を減縮する場合には、商標

局に変更手続を行わなければならない。出願人がその商標登録出願を譲渡する場合には、商標局に譲渡手続

を行わなければならない。 

第十八条 商標登録の出願日は、商標局が出願書類を受け取った日とする。商標登録出願手続が完備され、出

願書類が規定のとおりに記入され、費用が支払われた場合には、商標局はこれを受理し、出願人に通知する。

出願手続に不備があり、出願書類が規定のとおりに記入されていない又は費用が支払われていない場合には、

商標局はこれを受理せず、書面により出願人に通知し、理由を説明する。出願手続が基本的に完備され又は

出願書類が基本的に規定を満たしているが、補正を必要とする場合には、商標局は出願人に補正するよう通

知し、通知を受け取った日から 30 日以内に指定した内容に基づき補正し、商標局に再提出するよう求める。

規定の期間内に補正し商標局に再提出した場合には、出願日を維持する。期間内に補正しなかった又は求め

のとおりに補正しなかった場合には、商標局はこれを受理せず、出願人に書面で通知する。本条第二項に定

める受理の条件に関する規定は、その他の商標事項にも適用する。 

第十九条 二又は二以上の出願人が、同一又は類似する商品について、同一又は類似する商標をそれぞれ同日

に登録出願した場合、各出願人は商標局の通知を受け取った日から 30 日以内に、その登録出願前に当該商

標を使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用し又はいずれも使用していなかった場合、各出願

人は、商標局の通知を受け取った日から 30 日以内に、自発的に協議することができ、かつ、協議書を商標

局に送付しなければならない。協議に応じられない又は協議が整わなかった場合、商標局は、各出願人に、

抽選で出願人一名確定するよう通知し、その他の出願人による登録出願を拒絶する。商標局が通知したにも

かかわらず出願人が抽選に参加しなかった場合、出願を放棄したものとみなす。商標局はその旨を書面によ

り抽選に参加しなかった出願人に通知しなければならない。 

第二十条 商標法第二十五条の規定に基づき優先権を主張する場合には、出願人が第一国に提出した商標登

録出願書類の副本は、当該出願を受理した商標主管機関により証明されたものであり、かつ、出願日と出願

番号が明記されたものでなければならない。 

 

第三章 商標登録出願の審査 
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第二十一条 商標局は、受理した商標登録出願について、商標法及び本条例の関連規定に基づき審査し、その

登録出願が規定を満たした場合又は一部の指定商品について登録要件を満たした場合には、これを初歩査定

し、公告する。商標登録出願が規定を満たさなかった又は一部の指定商品について登録要件を満たさなかっ

た場合には、これを拒絶し又はその一部の指定商品について商標を使用することを拒絶し、かつ、書面によ

り出願人に通知し、その理由を説明する。 

第二十二条 商標局が一部の指定商品について商標登録出願を拒絶する場合、出願人は、当該出願の初歩査定

された一部の出願を別の出願に分割することができ、分割後の出願は、ものと出願の出願日を維持する。分

割する必要がある場合には、出願人は商標局の「商標登録出願一部拒絶通知書」を受け取った日から 15 日

以内に、商標局に分割出願を提出しなければならない。商標局は分割出願を受け取った後、もとの出願を二

件に分割し、分割された初歩査定出願に新しい出願番号を与え、公告しなければならない。 

第二十三条 商標法第二十九条の規定により、商標局が商標登録出願の内容について説明又は補正する必要

があると判断した場合には、出願人は商標局の通知を受け取った日から 15 日以内に説明又は補正しなけれ

ばならない。 

第二十四条 商標局に初歩査定され、かつ、公告された商標について異議を申し立てる場合には、異議申立人

は、商標局に下記の異議申立資料を一式二部提出し、正本、副本と明記しなければならない。 

（一）商標異議申立書 

（二）異議申立人の身分証明書 

（三）商標法第十三条第二項と第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の

規定に違反したとして異議を申し立てる場合、異議申立人は先行権利者又は利害関係人である証明を提出し

なければならない。商標異議申立書に明確な請求と事実根拠を記入し、関連証拠資料を添付しなければなら

ない。 

第二十五条 商標局は異議申立書を受け取った後、審査を経て受理条件を満たすと判断した場合には、それを

受理し、申立人に受理通知書を送付する。 

第二十六条 商標異議申立てが下記のいずれかに該当する場合には、商標局はそれを受理せず、書面により申

立人にその旨を通知し、理由を説明する。 

（一）法定期間内に提出しなかった場合 

（二）申立人の主体資格、異議理由が商標法第三十三条の規定を満たさなかった場合 

（三）明確な異議理由、事実と法的根拠がない場合 

（四）同一異議申立人が同一理由、事実及び法的根拠をもって、同一商標について再度異議申立書を提出し
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た場合 

第二十七条 商標局は、商標異議申立資料の副本を適時に被異議申立人に送付し、商標異議申立資料の副本を

受け取った日から 30 日以内に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくとも商標局による決定は

妨げられない。 

当事者は、異議申立書を提出した又は答弁した後、関連証拠資料を補充する必要がある場合には、商標異議

申立書又は答弁書にその旨を声明し、かつ、商標異議申立書又は答弁書を提出した日から 3 ヶ月以内に提出

しなければならない。期間内に提出しなかった場合には、当事者は関連証拠資料の補充を放棄したものとみ

なす。ただし、期間満了後に発生した証拠、又は当事者がその他の正当な理由をもって期間満了前に提出で

きない証拠を期間満了後に提出した場合には、商標局は当該証拠を相手方当事者に提示し、かつ、反対尋問

を経てそれを採用することができる。 

第二十八条 商標法第三十五条第三項及び第三十六条第一項にいう不登録決定は、一部の指定商品について

の不登録決定を含む。異議を申し立てられた商標は、商標局が登録を決定するか、又は登録をしない決定を

する前に、登録公告が発行された場合には、その登録公告を取り消す。審査により異議が成立せず登録を認

められた場合には、登録を認める決定が発効した後、改めて登録公告を掲載する。 

第二十九条 商標登録出願人又は商標登録人が、商標法第三十八条の規定に基づき訂正申請を提出する場合

には、商標局に訂正申請書を提出しなければならない。訂正条件を満たした場合には、商標局はそれを承認

した後に関連内容を訂正する。訂正条件を満たさなかった場合には、商標局はそれを承認せず、申請人にそ

の旨を通知し、理由を説明する。既に初歩査定公告又は登録公告を掲載された商標は、訂正後に、訂正公告

を掲載する。 

 

第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 

第三十条 商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合には、商標局に変更申請書を提出し

なければならない。商標登録人の名義を変更する場合には、さらに関係登録機関が発行した変更証明書類を

提出しなければならない。商標局は、承認した後、商標登録人に相応の証明を付与し、かつ、公告する。承

認しなかった場合には、書面により申請人に通知し、その理由を説明しなければならない。商標登録人の名

義又は住所を変更する場合には、商標登録人はその登録商標の全部を一括して変更しなければならない。一

括して変更しなかった場合には、商標局は期間内に補正するよう通知する。期間内に補正しなかった場合に

は、変更申請を放棄したものとみなし、商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。 

第三十一条 登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡
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申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲渡人と譲受人が共同で行う。商標局は

登録商標譲渡申請を承認した後、譲受人に相応の証明書を交付し、かつ、公告する。登録商標を譲渡する際、

商標登録人がその同一又は類似する商品について登録した同一又は類似する商標を一括して譲渡しなかった

場合には、商標局は期間内に補正するよう通知する。期間内に補正されなかった場合には、当該登録商標の

譲渡申請を放棄したものとみなし、商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。 

第三十二条 譲渡以外の継承等その他の理由により、商標権の移転が発生する場合には、当該商標権を受ける

当事者は、関係証明書類又は法律文書をもって、商標局に商標権の移転手続をしなければならない。商標権

を移転する場合には、商標権者は、同一又は類似する商品について登録した同一又は類似する商標を一括し

て移転しなければならない。一括して移転しなかった場合には、商標局は期間内に補正するよう通知する。

期間内に補正しなかった場合には、当該登録商標移転申請を放棄したものとみなし、商標局は書面により申

請人にその旨を通知しなければならない。商標移転申請を承認した後、それを公告する。当該商標権の移転

を受ける当事者は、公告日から商標専用権を有することになる。 

第三十三条 登録商標の更新登録をする必要がある場合には、商標局に商標更新登録申請書を提出しなけれ

ばならない。商標局はそれを承認し、相応の証明書を発行し、かつ、公告する。 

 

第五章 マドリッド商標国際登録 

第三十四条 商標法第二十一条に定める商標国際登録とは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」（以下

「マドリッド協定」という。）、「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書」（以下「マドリッド議定書」

という。）及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定及びその協定議定書の共同実施細則」の規定に基づ

いて出願するマドリッド商標国際登録をいう。マドリッド商標国際登録出願は、中国を第一国とする商標の

国際登録出願、中国を指定する領域指定出願及びその他関連出願を含む。 

第三十五条 中国を第一国として商標国際登録を出願する場合、中国において真実で有効な営業場所を設け

ているか、中国において住所を有するか、又は中国国籍を有しなければならない。 

第三十六条 本条例第三十五条の規定を満たす出願人は、その商標が既に商標局に登録されている場合、マド

リッド協定に基づいて当該商標の国際登録を出願することができる。本条例第三十五条の規定を満たす出願

人は、その商標が既に商標局に登録され、又は商標局に商標登録出願を提出し受理された場合、マドリッド

議定書に基づいて同商標の国際登録を出願することができる。 

第三十七条 中国を第一国として商標国際登録を出願する場合、商標局経由で世界知的所有権機関国際事務

局（以下「国際事務局」という。）に出願しなければならない。中国を第一国とする場合、マドリッド協定に
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関連する商標国際登録の事後指定、放棄、取消は、商標局経由で国際事務局に出願しなければならない。マ

ドリッド協定に関連する商標国際登録の譲渡、削減、変更、更新は、商標局経由で国際事務局に出願するこ

ともできれば、直接に国際事務局に出願することもできる。中国を第一国とする場合、マドリッド議定書に

関連する商標国際登録の事後指定、譲渡、削減、放棄、取消、変更、更新は、商標局経由で国際事務局に出

願することもできれば、直接に国際事務局に出願することもできる。 

第三十八条 商標局経由で国際事務局に商標国際登録出願及びその他関連出願事項を行う場合、国際事務局

と商標局の要求を満たす願書及び関連書類を提出しなければならない。 

第三十九条 商標国際登録出願の指定商品又は役務は、国内の基礎出願又は基礎登録の商品又は役務の範囲

を超えてはならない。 

第四十条 商標国際登録出願の手続に不備があり、又は出願書類が規定のとおりに記入されていない場合、商

標局はこれを受理せず、出願日を維持しない。出願手続が基本的に完備し又は出願書類が基本的に規定を満

たしているが、補正を必要とする場合、出願人は補正通知書を受け取った日から 30 日以内に補正しなけれ

ばならない。期間内に補正しなかった場合、商標局はこれを受理せず、その旨を書面により出願人に通知す

る。 

第四十一条 商標局経由で国際事務局に商標国際登録出願及びその他関連出願事項を行う場合、規定に従っ

て費用を納付しなければならない。出願人は商標局の費用納付通知書を受け取った日から 15 日以内に、商

標局に費用を納付しなければならない。期間内にも納付しなかった場合、商標局はその出願を受理せず、そ

の旨を書面により出願人に通知する。 

第四十二条 商標局はマドリッド協定又はマドリッド議定書に規定される拒絶期間（以下「拒絶期間」とい

う。）内に、商標法及び本条例の関連規定に従って中国を指定する領域指定出願を審査し、決定を下し、国際

事務局に通知する。商標局が拒絶期間内に拒絶又は一部を拒絶する旨の通知を送付しなかった場合、当該領

域指定出願は承認されたものとみなす。 

第四十三条 中国を指定する領域指定出願人は、立体的図形、色彩の組合せ、音声標識を商標として保護する

か、又は団体商標、証明商標として保護を要求する場合、同商標が国際事務局の国際登録簿に登録された日

から 3 ヶ月以内に、法に従って設立した商標代理機構を通じて、商標局に本条例第十三条に規定される関連

資料を提出しなければならない。上記期間内に関連資料を提出しなかった場合、商標局は当該領域指定出願

を拒絶する。 

第四十四条 世界知的所有権機関は、商標国際登録の関連事項を公告する。商標局は、別途公告しない。 

第四十五条 中国を指定する領域指定出願に対し、世界知的所有権機関の「国際商標公報」が出版された翌月
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の 1 日から 3 ヶ月以内に、商標法第三十三条に規定される条件を満たす異議申立人は、商標局に異議申立て

を提出することができる。商標局は、拒絶期間内に、異議申立ての関連状況を拒絶決定の形で国際事務局に

通知する。被異議申立人は、国際事務局から転送された拒絶通知書を受け取った日から 30 日以内に答弁す

ることができる。答弁書及び関連証拠資料は、法に従って設立した商標代理機構を通じて提出しなければな

らない。 

第四十六条 中国で保護を取得した国際登録商標の有効期間は、国際登録日又は後に指定する日から起算す

る。有効期間が満了する前に、登録人は、国際局に更新を請求することができ、有効期間内に更新を請求し

ない場合、6 ヶ月の猶予期間を与えることができる。商標局は、国際局の更新通知を受け取った後、法に基

づいて審査を行う。国際局が更新しない旨通知した場合、当該国際登録商標を抹消する。 

第四十七条 中国を指定する領域指定出願の譲渡手続を行う場合、譲受人は締約国に真実で有効な営業所を

有するか、締約国に住所を有するか、又は締約国の国民でなければならない。 

譲渡人は、その同一又は類似する商品若しくは役務について登録した同一又は類似する商標を一括して譲渡

しなかった場合、商標局は国際商標登録人に、通知を出した日から 3 ヶ月以内に補正するよう通知する。期

間満了しても補正しておらず、又は譲渡により混同又はその他の悪い影響をきたすおそれがある場合、商標

局は、当該譲渡が中国において無効である旨の決定を出し、国際事務局に声明する。 

第四十八条 中国を指定する領域指定出願の減縮を行う際、減縮した後の商品又は役務が、中国の商品若しく

は役務の分類に関する要件を満たさず、又はもとの指定商品若しくは役務の範囲を超えている場合には、商

標局は、当該減縮が中国において無効である旨の決定を出し、国際事務局に声明する。 

第四十九条 商標法第四十九条第二項に基づき、国際登録商標の取消しを請求する場合、当該商標国際登録出

願の拒絶期間満了日から 3 年満了後に、商標局に請求しなければならない。拒絶期間の満了時においても、

再審又は異議に関係する手続期間中である場合、商標局又は商標評審委員会による登録を認める決定の発効

日より 3 年満了後に、商標局に申請しなければならない。商標法第四十四条第一項の規定に基づき、国際登

録商標の無効宣告を請求する場合、同商標国際登録出願の拒絶期間の満了後に、商標評審委員会に請求しな

ければならない。拒絶期間満了時に、再審又は異議に関係する手続きが拒絶された場合、商標局又は商標評

審委員会による登録を認める決定が発効した後、商標評審委員会に請求しなければならない。商標法第四十

五条第一項の規定に基づき、国際登録商標の無効宣告を請求する場合、同商標国際登録出願の拒絶期間が満

了した日から 5 年以内に、商標評審委員会に請求しなければならない。拒絶期間満了時に、再審又は異議に

関係する手続きが拒絶された場合、商標局又は商標評審委員会による、登録を認める決定の発効日から 5 年

以内に、商標評審委員会に請求しなければならない。悪意による登録については、馳名商標の所有者は、5 年
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の時間制限を受けない。 

第五十条 商標法及び本条例の以下の条項の規定は、商標国際登録に関する手続きに適用されない。 

（一）商標法第二十八条、第三十五条第一項に定める審査及び審理期間に関する規定 

（二）本条例第二十二条、第三十条第二項 

（三）商標法第四十二条及び本条例第三十一条に定める、商標譲渡は、譲渡人及び受 

譲人が共同で申請し、手続きを行うことに関する規定 

 

第六章 商標審判 

第五十一条 商標審判とは、商標評審委員会が商標法第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第

五十四条の規定に基づき、商標紛争事項を審理することをいう。当事者が商標評審委員会に商標審判を請求

するにあたって、明確な請求、事実、理由及び法的根拠がなければならず、関連証拠を提出しなければなら

ない。商標評審委員会は、事実に基づき、法に従って審判を行う。 

第五十二条 商標評審委員会は、商標局の商標登録出願拒絶決定に不服がある再審事件を審理するにあたっ

て、商標局の拒絶決定及び出願人が再審を請求した事実、理由、請求及び審判時の事実状態等を踏まえて審

理を行わなければならない。商標評審委員会は、商標局の商標登録出願拒絶決定に不服がある再審事件を審

理するにあたって、出願商標が商標法第十条、第十一条、第十二条と第十六条第一項に規定する場合に該当

し、商標局が上記条項に基づいて拒絶決定をしていない場合、上記条項に基づいて再審を求める請求を拒絶

する決定を下すことができる。商標評審委員会は、再審決定を下す前に、出願人の意見を聴取しなければな

らない。 

第五十三条 商標評審委員会は、商標局の不登録決定に不服がある再審事件を審理するにあたって、登録を認

めない商標局の決定及び出願人が再審を申立てた事実、理由及び異議申立人が提出した意見について審理を

行わなければならない。商標評審委員会は、商標局の不登録決定に不服がある再審事件を審理するにあたっ

て、異議申立人に参加し、意見を提出するよう通知しなければならない。異議申立人の意見が事件の審理結

果に実質的に影響する場合、審判の理由とすることができる。異議申立人が参加せず、又は意見を提出しな

かった場合、事件の審理に影響しない。 

第五十四条 商標評審委員会は、商標法第四十四条、第四十五条に基づいて登録商標の無効宣告を請求する事

件を審理するにあたって、当事者の請求と答弁した事実、理由及び請求について審理を行わなければならな

い。 

第五十五条 商標評審委員会は、商標局が商標法第四十四条第一項の規定に基づき下した登録商標無効宣告
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決定に不服がある再審事件を審理するにあたって、商標局の決定及び申立人が再審を請求した事実、理由及

び請求について審理を行わなければならない。 

第五十六条 商標評審委員会は、商標局が商標法第四十九条の規定に基づき下した登録商標取消決定又は維

持決定に不服がある再審事件を審理するにあたって、商標局が登録商標取消決定又は維持決定を下す際、及

び当事者が再審を請求した際に依拠した事実、理由及び請求について審理を行わなければならない。 

第五十七条 商標審判を請求する場合、商標評審委員会に請求書を提出し、同時に相手側当事者の数に相応す

る部数の副本を提出しなければならない。商標局の決定書に基づき再審を請求する場合、同時に商標局の決

定書副本を提出しなければならない。商標評審委員会は、請求書を受け取った後、審査を経て、受理条件を

満たしたものは受理し、受理条件を満たさなかったものは受理せず、書面によりその旨を請求人に通知し、

理由を説明する。補正する必要がある場合、請求人に対して、通知書を受け取った日から 30 日以内に補正

するよう通知する。補正しても規定を満たさない場合、商標評審委員会はこれを受理せず、書面により請求

人にその旨を通知し、理由を説明する。期間内に補正しなかった場合、請求を取り下げたものとみなし、商

標評審委員会は書面によりその旨を請求人に通知しなければならない。商標評審委員会は、商標審判の請求

を受理した後に、受理条件を満たさないことを発見した場合、これを拒絶し、書面により請求人にその旨を

通知し、理由を説明する。 

第五十八条 商標評審委員会は、商標審判の請求を受理した後、適時に請求書副本を相手側当事者に送付し、

請求書副本を受け取った日から 30 日以内に答弁するよう要求する。期間内に答弁しなかった場合であって

も、商標評審委員会の審判は妨げられない。 

第五十九条 当事者は審判の請求を提出した後又は答弁した後に、関係証拠を補充する必要がある場合、請求

書又は答弁書にその旨を声明し、請求書又は答弁書を提出した日から3ヶ月以内に提出しなければならない。

期間内に提出しなかった場合、関係証拠の補充を放棄したものとみなす。ただし、期間満了後に発生した証

拠、又は当事者に期間満了前に提出できないその他の正当な理由がある証拠については、期間満了後に提出

した場合、商標評審委員会は証拠を相手側当事者に提示し、かつ、反対尋問を経てそれを採用することがで

きる。 

第六十条 商標評審委員会は当事者の要求に応じて、又は情状により、審判の請求に対して口頭審理を行うこ

とができる。商標評審委員会は、審判の請求について口頭審理を行うことを決定した場合、口頭審理の 15 日

前までに書面により当事者に通知し、口頭審理の期日、場所及び審判官を知らせる。当事者は通知書に指定

された期間内に回答しなければならない。申立人が回答もせず口頭審理にも参加しなかった場合、審判の請

求を取り下げたとみなし、商標評審委員会は書面により請求人にその旨を通知する。被請求人が回答もせず
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口頭審理にも参加しなかった場合、商標評審委員会は欠席のまま審判を行うことができる。 

第六十一条 請求人は、商標評審委員会が決定、裁定を下す前に、書面により商標評審委員会に請求の取下げ

を要求し、理由を説明することができる。商標評審委員会が取下げを認めた場合、審判手続は終結する。 

第六十二条 請求人が商標審判の請求を取り下げた場合、同じ事実又は理由により再び審判を請求すること

はできない。商標評審委員会は商標審判の請求に対し、既に裁定又は決定を下した場合、何人も同じ事実又

は理由により再び審判を請求することはできない。ただし、不登録再審手続を経て登録を許可された後に、

商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求する場合は除く。 

 

第七章 商標使用の管理 

第六十三条 登録商標を使用する場合、商品、商品の包装、説明書又はその他の付随するものに「登録商標」

又は登録マークを表記することができる。登録マークには㊟とⓇが含まれる。登録マークを使用する場合、

商標の右上又は右下に表記しなければならない。 

第六十四条 「商標登録証」を紛失し又は破損した場合、商標局に「商標登録証」再交付申請書を提出しなけ

ればならない。「商標登録証」を紛失した場合、「商標公告」に紛失声明を掲載しなければならない。破損し

た「商標登録証」は、再交付申請を提出すると同時に、商標局に返却しなければならない。商標登録人は、

商標局による商標変更、譲渡、更新証明の再交付、商標登録証明の発行を必要とする場合、又は商標出願人

は、優先権証明書類の発行を必要とする場合、商標局に相応の申請書を提出しなければならない。要求を満

たした場合、商標局は承認した後に相応の証明を交付する。要求を満たさない場合、商標局は承認せず、そ

の旨を申請人に通知し、理由を知らせる。「商標登録証」又はその他の商標証明書類を偽造又は変造した場合、

刑法の国家機関証明文書偽造、変造罪又はその他の罪に対する規定に基づき、法により刑事責任を追及する。 

第六十五条 商標法第四十九条における「登録商標がその指定商品の通用名称になっている」という事情があ

る場合、如何なる組織又は個人も商標局に該登録商標の取消しを請求することができ、請求する際には、証

拠資料を送付しなければならない。商標局は受理した後、商標登録人に通知し、通知を受け取った日から 2

ヶ月以内に答弁を行うよう要求しなければならない。期間内に答弁しなかった場合であっても、商標局の決

定は妨げられない。 

第六十六条 商標法第四十九条における「正当な理由なく 3 年間連続して登録商標を使用しなかった」行為

がある場合、如何なる組織又は個人も商標局に、その登録商標の取消しを請求することができ、請求する際

には関連する状況を説明しなければならない。商標局は受理後、商標登録人に対して、通知を受け取った日

から 2 ヶ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前に使用された証拠資料を提出するか、又は不使用の
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正当な理由を説明するよう通知しなければならない。期間内に使用の証拠資料を提出せず、又は証明資料が

無効で、かつ、不使用の正当な理由がない場合には、商標局はその登録商標を取り消す。前項にいう商標の

使用の証拠資料には、商標登録人が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標登録人が他人に登録商標の使

用を許諾した場合の証拠資料が含まれる。正当な理由なく 3 年連続で不使用であることを理由に登録商標の

取消しを請求する場合、その登録商標の登録公告の日から満 3 年後に請求しなければならない。 

第六十七条 下記のいずれかの事情がある場合、商標法第四十九条に規定される正当な理由に該当する。 

（一）不可抗力 

（二）政府政策による制限 

（三）破産清算 

（四）商標登録者に帰責できないその他の正当な事由 

第六十八条 商標局、商標評審委員会が取り消した又は無効宣告した登録商標について、取消し又は無効宣告

の理由が一部の指定商品に限った場合、当該一部の指定商品に使用する商標登録を取り消す又は無効宣告す

る。 

第六十九条 他人にその登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は許諾契約の有効期間内に商標局に届け出、

届出資料を送付しなければならない。届出資料は、登録商標使用許諾者、被許諾者、許諾期間、使用許諾商

品又は役務の範囲等の事項を説明しなければならない。 

第七十条 商標登録専用権に質権を設定する場合、質権設定者と質権者は書面による質権契約を締結し、共同

で商標局に質権登記申請を提出しなければならない。商標局はそれを公告する。 

第七十一条 商標法第四十三条第二項の規定に違反した場合、工商行政管理部門は、期限を定め是正を命じ

る。期限を過ぎても是正しなかった場合、販売を差し止める。販売差し止めを拒絶した場合、10 万元以下の

罰金を科する。 

第七十二条 商標権保有者は、商標法第十三条の規定に基づき、馳名商標の保護を請求する場合、工商行政管

理部門に請求することができる。商標局が商標法第十四条の規定に基づいて馳名商標と認定した場合、工商

行政管理部門は、商標法第十三条の規定に違反する商標の使用行為を差し止め、商標標識を没収し、廃棄す

る。商標標識と商品が分割しがたい場合には、一括して没収し、廃棄する。 

第七十三条 商標登録人がその登録商標の抹消、又はその登録商標の一部の指定商品における抹消を申請す

る場合、商標局に商標抹消請求書を提出し、もとの「商標登録証」を返納しなければならない。商標登録人

がその登録商標の抹消、又は登録商標における一部の指定商品の抹消を申請する場合、商標局が抹消を許可

した後、当該商標権又は当該登録商標の指定商品における効力は、商標局がその抹消申請を受け取った日か
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ら失効する。 

第七十四条 登録商標が取り消され、又は本条例第七十三条の規定に基づき抹消された場合、もとの「商標登

録証」は失効し、それを公告する。一部の指定商品における当該商標の登録を取り消した場合、又は商標登

録人が一部の指定商品における登録の抹消を申請した場合、改めて「商標登録証」を発行し、それを公告す

る。 

 

第八章 商標権の保護 

第七十五条 他人の商標専用権を侵害する、貯蔵、運送、郵送、印刷、隠匿、経営場所、インターネット商品

取引のプラットフォーム等を提供することは、商標法第五十七条第六号にいう「便宜の提供」に該当する。 

第七十六条 同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品名又は装飾として使用し、

公衆の誤解を生じさせることは、「商標法」第五十七条第二号に規定される「商標権に関する侵害行為」に該

当する。 

第七十七条 商標権の侵害行為について、何人も工商行政管理部門に提訴又は告発することができる。 

第七十八条 商標法第六十条に規定される違法経営額を計算するにあたり、以下を考慮することができる。 

（一）権利侵害商品の販売価格 

（二）未販売の権利侵害商品の表示価格 

（三）権利侵害について精査した商品の実際の平均販売価格 

（四）権利侵害を受けた商品の市場中間価格 

（五）権利侵害により、権利侵害者が取得した営業収入 

（六）その他権利侵害商品の価値を合理的に計算できる要素 

第七十九条 下記のいずれかの事情がある場合、商標法第六十条に規定する「当該商 

品を自己が合法的に取得したものであると証明する」ことに該当する。 

（一）供給者が合法的に署名、押印した品物供給一覧表と代金領収書があり、かつ、調査を経て真実である

と確認され、又は提供者が認めた場合 

（二）売買双方が締結した仕入契約書があり、かつ、調査を経て確実に履行されたと確認された場合 

（三）合法的な仕入送り状があり、かつ、送り状の記載事項が係争商品と対応している場合 

（四）係争商品を合法的に取得したと証明できるその他の場合 

第八十条 商標権侵害商品であると知らずに販売し、当該商品を自己が合法的に取得したと証明でき、かつ、

提供者を説明した場合には、工商行政管理部門は、販売を差し止めるよう命じ、事件の状況を侵害商品提供
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者所在地の工商行政管理部門に通知する。 

第八十一条 係争登録商標権の帰属が商標局、商標評審委員会による審理中、又は人民法院による訴訟中にあ

り、事件の結果が事件の性質に影響を及ぼし得る場合、商標法 

第六十二条第三項における「商標権の帰属に争議がある」ことに該当する。 

第八十二条 商標権侵害を摘発するにあたり、工商行政管理部門は、権利者に対して係争商品が権利者により

生産された製品か、又は生産を許諾された製品かどうかを鑑定するよう要求することができる。 

 

第九章 商標代理 

第八十三条 商標法にいう商標代理とは、委託人の委託を受けて、委託人の名義で商標登録出願、商標審判又

はその他商標関連手続を行うことをいう。 

第八十四条 商標法にいう商標代理機構には、工商行政管理部門の登記を経て商標代理業務に従事するサー

ビス機構と商標代理業務に従事する弁護士事務所が含まれる。商標代理機構は、商標局、商標評審委員会の

所管する商標代理業務に従事する場合、下記の規定に基づいて商標局に届け出を行わなければならない。 

（一）工商行政管理部門の登記証明書類又は司法行政部門が法律事務所の設立を許可 

した証明書類を提出して認証を受け、その写しを保管すること 

（二）商標代理機構の名称、住所、責任者、連絡先等の基本情報を届け出ること 

（三）商標代理に従事する人員のリスト及び連絡先を届け出ること工商行政管理部門は、商標代理機構の信

用記録を作成しなければならない。商標代理機構が商標法又は本条例の規定に違反した場合には、商標局又

は商標評審委員会はそれを公開通達し、その信用記録に記入する。 

第八十五条 商標法にいう商標代理従業員とは、商標代理機構で商標代理業務に従事する職員を指す。商標代

理従業員は、個人の名義で自ら委託を受けてはならない。 

第八十六条 商標代理機構は、商標局、商標評審委員会に関連出願書類を提出するにあたり、当該代理機構の

公印を押し、商標代理従業員が署名しなければならない。 

第八十七条 商標代理機構がその代理サービス以外のその他の商標に関する登録出願又は譲受申請を行う場

合、商標局はそれを受理しない。 

第八十八条 下記のいずれかの事情がある場合、商標法第六十八条第一項第（二）号にいう「その他の不正手

段により商標代理市場の秩序を撹乱する」ことに該当する。 

（一）欺瞞、虚偽の宣伝、他人の誤解を招く、又は商業賄賂等の方式により顧客を誘致する場合 

（二）事実を隠し、虚偽の証拠を提供する場合、又は事実を隠し、虚偽の証拠を提供するよう他人を脅迫、



 

643 

 

誘導する場合 

（三）同一商標事件において、利益衝突のある双方当事者から委託を受ける場合 

第八十九条 商標代理機構が商標法第六十八条に規定される行為を行った場合、行為者所在地又は違法行為

発生地の県級以上の工商行政管理部門はそれを摘発し、摘発状況を商標局に通知する。 

第九十条 商標局、商標評審委員会は、商標法第六十八条の規定に基づいて商標代理機構の商標代理業務の受

理を停止した場合、当該商標代理機構による商標代理業務の受理を 6 ヶ月以上ないし永久に停止する旨の決

定を下すことができる。商標代理業務の受理を停止する期間が満了した後、商標局、商標評審委員会は受理

を回復しなければならない。商標局、商標評審委員会は、商標代理の受理停止又は受理回復を決定した場合、

ウェブサイトに公告しなければならない。 

第九十一条 工商行政管理部門は、商標代理業界組織に対する監督と指導を強化しな 

ければならない。 

 

第十章 附則 

第九十二条 1993 年 7 月 1 日まで継続的に使用してきた役務商標は、同一又は類似する役務区分において

既に登録された商標と同一又は類似する場合であっても、引き続き使用することを認める。ただし、1993 年

7 月 1 日以降使用を 3 年以上中断したものは継続して使用してはならない。商標局が新たに開放した商品又

は役務を始めて受理する日まで継続的に使用してきた商標は、新たに開放した商品又は役務が同一又は類似

する商品又は役務区分において既に登録された他人の同一又は類似する商標がある場合、引き続き使用する

ことを認める。ただし、初めて受理した日以降使用を3年以上中断したものは継続して使用してはならない。 

第九十三条 商標登録用の商品及び役務分類表は、商標局が制定し、公布する。商標登録出願又はその他の商

標関連手続の書式は、商標局、商標評審委員会が制定し、公布する。商標評審委員会の評審規則は、国務院

工商行政管理部門が制定し、公布する。 

第九十四条 商標局は、「商標登録簿」を設け、登録商標及び関係登録事項を記載する。 

第九十五条 「商標登録証」及び関連証明は、権利者が商標権を有する証書である。「商標登録証」に記載さ

れる登録事項は、「商標登録簿」と一致しなければならない。記載が一致しない場合には、明らかに「商標登

録簿」に誤りがあると証明する証拠がある場合を除き、「商標登録簿」に準ずる。 

第九十六条 商標局は「商標公告」を公布し、商標登録及びその他の関係事項を掲載する。「商標公告」は、

紙媒体又は電子方式により公布する。送達公告を除き、公布日からは、社会公衆が既に公告内容を知ってお

り又は知るべきであったとみなす。 
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第九十七条 商標登録出願又はその他の商標関連手続を行う場合には、費用を納付しなければならない。費用

納付の項目と基準は、国務院財政部門、国務院価格主管部門がそれぞれ制定する。 

第九十八条 本条例は、2014 年 5 月 1 日より施行する。 
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4.主要部門規定 

 

専利標識表記弁法（第 63 号） 90 

「専利標識表記弁法」が国家知識産権局の局務会議にて採決されたため、ここに公布

し、2012 年 5 月 1 日より施行するものとする。  

局長 田力普  

2012 年 3 月 8 日  

第 1 条 専利標識の表記方式を規範化し、正常な市場経済秩序を維持するため、「中華人

民共和国専利法」（以下、専利法という）及び「中華人民共和国専利法実施細則」の関係

規定に基づいて、本弁法を制定する。  

第 2 条 専利標識を表記するにあたり、本弁法にしたがって表記しなくてはならない。  

第 3 条 専利事務管理部門は、その行政区域における専利標識の表記行為の監督管理を担

当する。  

第 4 条 専利権付与後の専利権の存続期間内に、専利権者又はその同意を得て専利標識を

表記する権利を享有する被許可者は、専利製品、専利方法によって直接得られた製品、そ

の製品の包装又はその製品の取扱説明書などの上に専利標識を表記することができる。  

第 5 条 専利標識を表記するにあたり、次の内容を明記しなくてはならない。  

（1）例えば、中国発明特許、中国実用新案、中国意匠など中国語で表記されている専利

権の種類。  

（2）国家知識産権局によって権利付与された専利権の専利番号。  

上記内容以外に、その他の文字や図形標識を表記してもよい。ただし、その文字、図形標

識及びその表記方法が公衆に誤解をもたらすものであってはならない。  

第 6 条 専利方法によって直接得られた製品、その製品の包装又はその製品の取扱説明書

などの上に専利標識を表記するにあたり、中国語でその製品が専利方法によって直接得ら

れたものであると明記しなくてはならない。  

 
90出所：2012 年 3 月 13 日付け国務院ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://www.gov.cn/flfg/2012-03/13/content_2090398.htm 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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第 7 条 専利権付与前に製品、その製品の包装又はその製品の取扱説明書などの上に表記

するにあたり、中国語で中国専利出願の種類、専利出願番号を表記し、かつ「専利出願

中、未登録」の文字を明記しなくてはならない。  

第 8 条 専利標識の表記が本弁法第 5 条、第 6 条又は第 7 条の規定に合致しない場合、専

利事務管理部門は是正するよう命じる。  

専利標識の表記が適切でなく、専利詐称行為になる場合、専利事務管理部門は専利法第

63 条の規定にしたがって処罰する。  

第 9 条 本弁法は、国家知識産権局が解釈について責任を負う。  

第 10 条 本弁法は 2012 年 5 月 1 日より施行するものとする。2003 年 5 月 30 日に国家

知識産権局令第 29 号により発布した「専利表記及び専利番号表記方法に関する規定」は

同時に廃止する。  
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展示会知的財産権保護弁法 91 

（2006 年 1 月 10 日商務部、国家工商総局、国家版権局、国家知識産権局令第 1 号公布）  

 

第一章  総則  

第一条  展示会期間における知的財産権の保護強化、展示業の秩序維持、展示業の健全な発

展の推進のため、『中華人民共和国対外貿易法』、『中華人民共和国専利法』、『中華人民共

和国商標法』、『中華人民共和国著作権法』及び関係する行政法規等に基づき、この弁法を制

定する。  

第二条  この弁法は中華人民共和国内で主催される各種経済・技術の貿易展覧会、展示販売

会、博覧会、交易会、展示会等の活動において、専利、商標、著作権に関する保護に適用され

る。  

第三条  展示会の管理部門は、展示会期間の知的財産権に対する保護の協調、監督、検査を

強化し、展示会の正常な交易秩序を維持しなければならない。  

第四条  展示会主催者は、法律に則り知的財産権の権利者の合法権益を維持しなければなら

ない。展示会主催者は出展企業を募集する時、出展者に対する知的財産権に関する保護と、出

展項目（展示品、展示パネル及び関係する宣伝資料等）の知的財産権状況に対する審査を行わ

なければならない。展示会期間中、展示会主催者は知的財産権の行政管理部門による知的財産

権の保護に積極的に協力しなければならない。  

第五条  出展者は合法的に出展し、他人の知的財産権を侵害してはならず、知的財産権の行

政管理部門又は司法部門の調査に協力しなければならない。  

 

第二章  苦情処理  

第六条  展示会が 3 日間以上（3 日を含む）にわたる場合又は展示会管理部門が必要と認め

る場合は、展示会主催者は展示期間中に知的財産権の苦情受付機関を設置しなければならな

い。苦情受付機関が設置された場合は、展示会開催地の知的財産権行政管理部門は駐在職員を

派遣し、法律に則り知的財産権侵害事件を処理しなければならない。苦情受付機関が設立され

 
91出所：2006 年 1 月 10 日付け商務部ウェブサイトを基にジェトロ北京事務所で日本語仮訳を作成  

http://file.mofcom.gov.cn/article/gkml/200804/20080495212409.shtml 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しております

が、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保障するものではないことを予めご了承下さい。 
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ない場合は、展示会開催地の知的財産権行政管理部門は展示会の知的財産権保護に対する指

導、監督及び関係事件の処理を強化し、展示会主催者は開催地における関係する知的財産権行

政管理部門の連絡担当者、連絡方法等を展示会場における目立つ位置で公示しなければならな

い。  

第七条  展示会における知的財産権の苦情受付機関は、展示会主催者、展示会管理部門、専

利・商標・著作権等の知的財産権行政管理部門によって構成され、次の職責を負う。  

（一）知的財産権の権利者からの苦情を受け付け、展示会開催期間において知的財産権侵害の

疑いがある展示品の出展を一時中止させる  

（二）苦情に関する資料を知的財産権行政管理部門に引き渡す  

（三）苦情の処理を協調し促す  

（四）展示会の知的財産権保護情報に対して統計・分析を行う  

（五）その他の関係事項  

第八条  知的財産権の権利者は展示会の知的財産権苦情受付機関に対して苦情を申し出ること

ができ、また知的財産権行政管理部門に直接苦情を申し出ることができる。権利者が苦情受付

機関に苦情を申し出るときには次の資料を提出しなければならない。  

（一）合法かつ有効な知的財産権の権利帰属証明：専利に係る場合は、専利証書、専利公告文

書、専利権者の身分証明、専利法律状態の証明を提出しなければならない。商標に係る場合は、

苦情を申し出た人が署名押印により確認した商標の登録証明文書、商標権者の身分証明を提出

しなければならない。著作権に係る場合は、著作権の権利証明、著作権者の身分証明を提出し

なければならない。  

（二）権利侵害が疑われる当事者の基本情報  

（三）権利侵害が疑われる理由と証拠  

（四）代理人による苦情申し出の場合は委任書を提出しなければならない。  

第九条 この弁法第八条の規定を満たさない場合は、展示会の知的財産権苦情受付機関又は知的財産権行政

管理部門は、ただちに苦情を申し出た人又は請求人に関係資料の補充の旨を通知しなければならない。補充

されなかった場合は受理しない。 

第十条 苦情を申し出た人が虚偽の資料を提出すること又はその他苦情が真実ではないことにより、苦情を

受けた者に損失を与えた場合は、相応の法律責任を負わなければならない。 

第十一条 展示会の知的財産権苦情受付機関は、この弁法第八条の規定を満たす苦情資料を受け付けた場合、
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24 時間以内に関係する知的財産権行政管理部門へ送付しなければならない。 

第十二条 地方の知的財産権行政管理部門が苦情又は処理の請求を受理した場合は、展示会主催者に通知し、

ただちに苦情を訴えられた人また被請求人に通知しなければならない。 

第十三条 知的財産権を侵害する苦情又は請求を処理する過程で、地方の知的財産権行政管理部門は、展示会

の会期に基づき、苦情を訴えられた人又は被請求人に答弁期限を指定することができる。 

第十四条 苦情を訴えられた人又は被請求人が答弁書を提出した後、地方の知的財産権行政管理部門がさら

に調査をする必要を認めた場合を除き、ただちに決定し、双方当事者に送付しなければならない。 

苦情を訴えられた人又は被請求人が答弁期限内に答弁書を提出しない場合は、地方知的財産権行政管理部門

の決定に影響しない。 

第十五条 展示会終了後、関係する知的財産権行政管理部門はただちに処理結果を展示会主催者に通達しな

ければならない。展示会主催者は、展示会の知的財産権保護の統計分析作業を行い、状況をただちに展示会

管理部門に報告しなければならない。 

 

第三章 展示会期間における専利保護 

第十六条 展示会の苦情受付機関が地方知的財産権局の協力を必要とする場合、地方知的財産権局は積極的

に協力して、展示会の知的財産権保護に参加しなければならない。地方知的財産権局が展示会期間において

次に掲げる業務を行うことができる。 

（一）展示会苦情受付機関の引き渡した専利権侵害の疑いがある苦情を受理し、専利に係る法律・法規の関

係規定に基づき処理する。 

（二）展示項目による専利権侵害に係る専利権侵害紛争の処理請求を受理し、『専利法』第五十七条の規定に

基づき処理する。 

（三）展示項目に他人の専利の虚偽表示及び専利偽称の疑いがあるとする通報を受理し、又は職権に基づき

展示項目における他人の専利の虚偽表示及び専利の偽称行為を取り締まり、『専利法』第五十八条、第五十九

条の規定に基づき処罰する。 

第十七条 次の各号の一に該当するときは、地方知的財産権局は専利権侵害の苦情又は処理請求を受理しな

い。 

（一）苦情を申し出た人又は請求人が人民法院に専利権侵害訴訟を起こしている場合（二）専利権が無効宣

告請求中の場合 

（三）専利権の帰属紛争で人民法院が審査を行っている又は専利管理部門が和解を進めている場合 
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（四）専利権が終了し、専利権利者が権利の回復を手続中の場合 

第十八条 地方知的財産権局が苦情を訴えられた人又は被請求人へ通知するとき、その場で即時に調査と証

拠の収集を行い、事件に関係する文書を閲覧・複写し、当事者への質問を行い、写真撮影、映像撮影等の方

法による現場検証を行うことができるほか、サンプル抽出による証拠の収集を行うこともできる。 

地方知的財産権局は証拠収集について必ず記録を作成し、担当者、証拠調査を受けた当事者の署名押印をし

なければならない。証拠調査を受けた当事者が署名押印を拒絶した場合、記録に原因を記載しなければなら

ない。その他の者が現場にいた場合は、同時にその者の署名を受けることもできる。 

 

第四章 展示会期間における商標保護 

第十九条 展示会の苦情受付機関が地方の工商行政管理部門の協力を必要とする場合、地方の工商行政管理

部門は積極的に協力し、展示会の知的財産権保護作業に参加しなければならない。地方の工商行政管理部門

が展示会期間において次に掲げる業務を行うことができる。 

（一）展示会苦情受付機関の引き渡した商標権侵害の疑いがある苦情を受け取り、商標に係る法律・法規の

関係規定に基づき処理する。 

（二）『商標法』第五十二条の規定に該当する商標専用権侵害の苦情を受理する 

（三）職権に基づき商標違法事件を取り締まる 

第二十条 次の各号の一に該当するとき、地方の工商行政管理部門は商標専用権侵害の苦情又は処理請求を

受理しない。 

（一）苦情を申し出た人又は請求人が人民法院に商標権侵害訴訟を起こしている場合（二）商標権が無効又

は抹消されている場合 

第二十一条 地方の工商行政管理部門は受理決定後、商標に係る法律法規などの規定に基づき調査・処理を行

うことができる。 

 

第五章 展示会期間における著作権保護 

第二十二条 展示会の苦情受付機関が地方の著作権行政管理部門の協力を必要とする場合、地方の著作権行

政管理部門は積極的に協力して、展示会の知的財産権保護に参加しなければならない。地方の著作権行政管

理部門が展示会期間において次に掲げる業務を行うことができる。 

（一）展示会苦情受付機関が引き渡した著作権侵害の疑いがある苦情を受け取り、著作権法に係る法律・法

規の関係規定に基づき処置する 
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（二）『著作権法』第四十七条の規定に該当する著作権侵害の苦情を受理し、『著作権法』の関係規定に基づ

いて処罰する 

第二十三条 地方の著作権行政管理部門が苦情又は請求を受け付けた後に、次の手段による証拠収集をする

ことができる。 

（一）権利侵害が疑われる行為に関係する文書、帳簿その他書類を閲覧、複写する 

（二）権利侵害が疑われるコピー製品のサンプリングを行う 

（三）権利侵害が疑われるコピー製品を登録して保存する 

 

第六章 法律責任 

第二十四条 知的財産権侵害が疑われる苦情について、地方の知的財産権行政管理部門が権利侵害の成立を

認定した場合は、展示会管理部門と共同で出展者に対して処理を行わなければならない。 

第二十五条 特許権又は実用新案権に対する権利侵害の疑いについての処理請求に対して、地方の知的財産

権局が権利侵害の成立を認定した場合は、『専利法』第十一条第一項の許諾販売行為の禁止に関する規定及び

『専利法』第五十七条の権利侵害人の権利侵害行為をただちに終了させる規定に基づき、被請求人に展示会

場から権利を侵害している展示品の撤収、権利を侵害する製品の宣伝資料の廃棄、権利を侵害している項目

を紹介するための展示パネルの交換を命ずる処理決定をしなければならない。 

意匠権に対する権利侵害の疑いについての処理請求に対して、被請求人が展示会場でその展示品を販売して

いて、地方の知的財産権局が権利侵害の成立を認定した場合は、『専利法』第十一条第二項の販売行為の禁止

に関する規定、及び第五十七条の権利侵害人の権利侵害行為をただち終了させる規定に基づき、被請求人に

展示会場から権利を侵害する展示品の撤収を命ずる処理決定をしなければならない。 

第二十六条 展示会期間中における他人の専利の虚偽表示、非専利商品による専利製品の偽称、非専利方法に

よる専利方法の偽称について、地方知的財産権局が『専利法』第五十八条と第五十九条の規定に基づき処罰

しなければならない。 

第二十七条 商標事件に関する処理請求について、地方の工商行政管理部門が権利侵害の成立を認定した場

合は、『商標法』及び『商標法実施条例』などの関係規定に基づき処罰しなければならない。 

第二十八条 著作権及び関係権利の侵害への処理請求について、地方の著作権行政管理部門が権利侵害の成

立を認定した場合は、『著作権法』第四十七条の規定に基づき処罰し、権利侵害の展示品及び権利侵害の展示

品を説明する宣伝資料を没収、廃棄処分し、展示項目を紹介する展示パネルを交換しなければならない。 

第二十九条 調査によって苦情を訴えられた又は請求された展示項目が、人民法院又は知的財産権行政管理
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部門により権利侵害成立の判定又は決定がされ、かつ法的効力が生じた場合、地方の知的財産権行政管理部

門は第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条に掲げる処理決定を直接行うことができる。 

第三十条 請求人が被請求人の権利侵害展示行為の制止についての請求のほかに、同一の被請求人のその他

の知的財産権侵害行為の制止を請求した場合は、地方の知的財産権行政管理部門はその管轄地域内の権利侵

害が疑われる行為に対して、関係する知的財産権法律法規及び規則に基づき処理を行うことができる。 

第三十一条 出展者による権利侵害が成立した場合は、展示会管理部門は法律に則り出展者について公告す

ることができる。出展者が連続 2 回以上権利侵害行為を行った場合には、展示会主催者はその出展者の次回

展示会への参加を禁止すべきである。 

第三十二条 主催者による展示会の知的財産権保護が十分でない場合は、展示会管理部門が主催者に警告し

なければならず、状況によっては法律に則り当該主催者による次回の関係展示会主催の申請を拒絶する。 

 

第七章 附則 

第三十三条 展示会終了後に事件の処理がまだ終了しない場合は、事件の関係事実と証拠を展示会主催者に

確認の上で、展示会開催地の知的財産権行政管理部門から 15 労働日以内に管轄権を有する知的財産権行政

管理部門へ移し、法律に則り処理することができる。 

第三十四条 この弁法における知的財産権行政管理部門は専利、商標、著作権行政管理部門のことをいう。こ

の弁法における展示会管理部門は展示会の許認可部門又は登録部門をいう。 

第三十五条 この弁法は 2006 年 3 月 1 日から実施する。 
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資料 4 主要な地域にある関連公的機関一覧表 

名称 公式サイト 

〔立法機関〕 

全国人民代表大会 http://www.npc.gov.cn/ 

〔行政機関〕  

中華人民共和国中央人民政府  http://www.gov.cn/ 

国家知識産権局  https://www.cnipa.gov.cn/ 

国家知識産権戦略網  http://www.nipso.cn/ 

中国特許庁審判部（中国語「专利

复审委员会（専利復審委員

会）」）  

http://www.sipo-reexam.gov.cn/ 

海関総署  http://www.customs.gov.cn/ 

中国商務部  http://www.mofcom.gov.cn/ 

国務院法制弁公室  http://www.chinalaw.gov.cn/ 

版権局  http://www.ncac.gov.cn/ 

公安庁  https://www.mps.gov.cn/ 

北京市公安局  http://gaj.beijing.gov.cn/ 

上海市公安局  https://gaj.sh.gov.cn/shga/index.html 

広州市公安局  http://gaj.gz.gov.cn/ 

シンセン市公安局  http://ga.sz.gov.cn/ 

国家市場監督管理総局  http://www.samr.gov.cn/ 

北京市市場監督管理総局  http://scjgj.beijing.gov.cn/ 

上海市市場監督管理総局  http://scjgj.sh.gov.cn/ 

広州市市場監督管理総局  http://scjgj.gz.gov.cn/ 

シンセン市場監督管理総局  http://amr.sz.gov.cn/ 

〔司法機関〕  

最高人民法院  http://www.court.gov.cn/ 

北京知識産権法院  http://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml 
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北京法院網  http://bjgy.chinacourt.org/ 

上海知識産権法院  http://www.shzcfy.gov.cn/ 

上海法院網  http://shfy.chinacourt.org/index.shtml 

広州知識産権法院  http://www.gipc.gov.cn/ 

〔その他知的財産関係機関〕  

専利情報センター  http://www.cnpat.com.cn/index.aspx 

中国知的財産網  http://www.ipph.cn/ 

中国知的財産権裁判文書網  http://ipr.court.gov.cn/ 

中国知識産権司法保護  http://www.chinaiprlaw.cn/ 

JETRO 中国  https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/  
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資料 5 専利権、植物新品種、集積回路、ノウハウ、コンピュータソフトウェアなどにかかる

訴訟の第一審管轄権の有する裁判所のリスト 

 

番

号 

コード

（中国

語） 

所在

省･自

治区・

直轄市 

裁判所の名称（中国語） 

特許

の種

類 

管轄地域 

1 
最高

法 
北京 最高人民法院92 全部 全国 

2 京 北京 北京市高級人民法院 全部 北京市 

3 京 73 北京 北京知識産権法院 全部 北京市 

4 滬 上海 上海市高級人民法院 全部 上海市 

5 滬 73 上海 上海知識産権法院 全部 上海市 

6 粵 広東 広東省高級人民法院 全部 広東省 

7 粵 73 広東 広州知識産権法院 全部 広東省（深セン市以外） 

8 粵 03 広東 
深セン市中級人民法院知

識産権法廷 
全部 深セン市 

9 津 天津 天津市高級人民法院 全部 天津市 

10 津 03 天津 
天津市第三中級人民法院

知識産権法廷 
全部 天津市 

11 渝 重慶 重慶市高級人民法院 全部 重慶市 

12 渝 01 重慶 重慶市第一中級人民法院 全部 
重慶市第一、第三、第四中級人民法院の

管轄区域 

13 渝 05 重慶 重慶市第五中級人民法院 全部 
重慶市第二、第五中級人民法院の管轄区

域 

14 
渝

0112 
重慶 

重慶市両江新区知識産権

法廷 

（重慶市渝北区人民法院） 

実用

新案、

意匠 

重慶市渝北区、江北区、北碚区 

15 冀 河北 河北省高級人民法院 全部 河北省 

16 冀 01 河北 石家莊市中級人民法院 全部 河北省 

17 晋 山西 山西省高級人民法院 全部 山西省 

18 晋 01 山西 太原市中級人民法院 全部 山西省 

19 陝 陜西 陝西省高級人民法院 全部 陝西省 

20 陝 01 陜西 
西安市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 陝西省 

21 黔 貴州 貴州省高級人民法院 全部 貴州省 

22 黔 01 貴州 貴陽市中級人民法院 全部 貴州省 

23 雲 雲南 雲南省高級人民法院 全部 雲南省 

24 雲 01 雲南 昆明市中級人民法院 全部 雲南省 

25 甘 甘粛 甘肅省高級人民法院 全部 甘肅省 

 
92 訴訟標的額が 50 億元以上の事件について、高級人民法院より第一審を管轄する。全国の範囲内重大、複雑な関連知財事件

について、最高人民法院より第一審を管轄する。 
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26 甘 01 甘粛 
蘭州市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 甘肅省 

27 青 青海 青海省高級人民法院 全部 青海省 

28 青 01 青海 西寧市中級人民法院 全部 青海省 

29 寧 寧夏 
寧夏回族自治区高級人民

法院 
全部 寧夏回族自治区 

30 寧 01 寧夏 銀川市中級人民法院 全部 寧夏回族自治区 

31 蔵 西蔵 西蔵自治区高級人民法院 全部 西蔵自治区 

32 蔵 01 西蔵 拉薩市中級人民法院 全部 西蔵自治区 

33 吉 吉林 吉林省高級人民法院 全部 吉林省 

34 吉 01 吉林 
長春市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 吉林省 

35 瓊 海南 海南省高級人民法院 全部 海南省 

36 瓊 01 海南 
海口市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 海南省 

37 皖 安徽 安徽省高級人民法院 全部 安徽省 

38 皖 01 安徽 
合肥市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 安徽省 

39 豫 河南 河南省高級人民法院 全部 河南省 

40 豫 01 河南 
鄭州市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 河南省 

41 黒 黒竜江 黒竜江省高級人民法院 全部 黒竜江省 

42 黒 01 黒竜江 哈爾濱市中級人民法院 全部 黒竜江省（斉斉哈爾市以外） 

43 黒 02 黒竜江 斉斉哈爾市中級人民法院 全部 斉斉哈爾市 

44 桂 広西 
広西チワン族自治区高級

人民法院 
全部 広西チワン族自治区 

45 桂 01 広西 南寧市中級人民法院 全部 
広西チワン族自治区（柳州市、桂林市、來

賓市、河池市以外） 

46 桂 02 広西 柳州市中級人民法院 全部 柳州市、桂林市、來賓市、河池市 

47 川 四川 四川省高級人民法院 全部 四川省 

48 川 01 四川 
成都市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 四川省 

49 湘 湖南 湖南省高級人民法院 全部 湖南省 

50 湘 01 湖南 
長沙市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 湖南省 

51 内 
内モン

ゴル 

内モンゴル自治区高級人

民法院 
全部 内モンゴル自治区 

52 内 01 
内モン

ゴル 
呼和浩特市中級人民法院 全部 内モンゴル自治区（包頭市以外） 

53 内 02 
内モン

ゴル 
包頭市中級人民法院 全部 包頭市 

54 贛 江西 江西省高級人民法院 全部 江西省 

55 贛 01 江西 
南昌市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 江西省 
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56 鄂 湖北 湖北省高級人民法院 全部 湖北省 

57 鄂 01 湖北 
武漢市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 湖北省 

58 遼 遼寧 遼寧省高級人民法院 全部 遼寧省 

59 遼 01 遼寧 瀋陽市中級人民法院 全部 遼寧省（大連市以外） 

60 遼 02 遼寧 大連市中級人民法院 全部 大連市 

61 新 新疆 
新疆ウイグル自治区高級

人民法院 
全部 

新疆ウイグル自治区（兵団裁判所の管轄

地域以外） 

62 新 01 新疆 
烏魯木斉市中級人民法院

知識産権法廷 
全部 

新疆ウイグル自治区（兵団裁判所の管轄

地域以外） 

63 兵 兵団 

新疆ウイグル自治区高級

人民法院生産建設兵団分

院 

全部 全ての兵団裁判所の管轄地域 

64 兵 08 兵団 第八師中級人民法院 全部 下野地墾区、莫索湾墾区、石河子市 

65 兵 11 兵団 第十二師中級人民法院 全部 烏魯木斉墾区、三坪墾区 

66 閩 福建 福建省高級人民法院 全部 福建省 

67 閩 01 福建 
福州市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 福建省 

68 魯 山東 山東省高級人民法院 全部 山東省 

69 魯 01 山東 
済南市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 

済南市、淄博市、棗庄市、済寧市、泰安

市、莱芜市，滨州市，德州市，聊城

市，临沂市，菏泽市 

70 魯 02 山東 
青島市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 

青島市、東営市，煙台市，濰坊市，威海

市、日照市 

71 蘇 江蘇 江蘇省高級人民法院 全部 江蘇省 

72 蘇 01 江蘇 
南京市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 

江蘇省南京市、鎮江市、揚州市、泰州市、

塩城市、淮安市、宿遷市、徐州市、連雲港

巿 

73 蘇 05 江蘇 
蘇州市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 蘇州市、無錫市、常州市、南通市 

74 浙 浙江 浙江省高級人民法院 全部 浙江省 

75 浙 01 浙江 
杭州市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 

杭州市、金華市、嘉興市、湖州市、衢州

市、麗水市 

76 浙 02 浙江 
寧波市中級人民法院知識

産権法廷 
全部 寧波市、温州市、紹興市、台州市、舟山市 

77 滇 海南 
海南自由貿易港知識産権

法院 
全部 海南省 
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北京事務所 知的財産権部 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書は、日本貿易振興機構が 2021年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、

その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、掲載した情報・

コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであ

ることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。 


