


はじめに 

 

 

 我が国と諸外国との経済的相互依存関係が深まる中で、今後とも我が国企業の海外進

出、事業展開のより一層の拡大が見込まれます。今後、我が国企業が諸外国で事業を展

開していく前提として、国内のみならず進出先においても商標・意匠・特許等の知的財

産権が適切に保護されることが不可欠となっています。 

 

 開発途上国における知的財産権制度は WTO･TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受

けて近年急速に整備されています。しかし、未だに不備な部分を残しており、また制度

が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、進出

先で知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみ

られます。 

 

 特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に

対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよ

び企業のイメージに悪影響を及ぼしています。 

 

 このような状況下、ジェトロでは、平成 9年度より特許庁委託事業として、海外にお

ける我が国企業の知的財産権保護に関する各種事業を実施しております。 

 

 ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル 中国編」を作成

しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報をご覧頂く

ことが可能です（http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html）。本事業及び

本書が、皆様のお役に立てば幸いです。 

 

2013年 3月 

日本貿易振興機構 

進出企業支援・知的財産部  

                                                                   知的財産課 
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  はじめに 

 模倣品の概念

模倣品について、法律上には定義がありませんが、一般に、すでに市場で

流通している商品を意図的にコピーしたり、模倣したりした商品のことを言

います。模倣品は通常、専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）、

商標権などの知的財産権を侵害しています。その中で、著作権を侵害してい

る商品については通常、特に「海賊版」と言います。本書では、専利権、商

標権、著作権などの知的財産権を侵害する製品を「模倣品」と総称します。 

 模倣品対策の重要性

（1）中国における模倣品対策の現状 

中国における模倣品対策に関する法律はここ数年、徐々に整備が進み、法

律による保護も日増しに強化されています。各地の行政執行機関及び司法保

護機関は、模倣品に対する取締りを強化し、執行力とその効率も大幅に向上

しています。 

にもかかわらず、中国における模倣品問題は依然として深刻であり、大量

の模倣品が実体店又はオンラインショップによる安価な販売などを通じて、迅速･広範

に流通しています。模倣品の存在は、真正品の売上へダメージを与え、信用を低下させ、

ブランドイメージを損ないますので、厳正な対処が必要となります。 

しかし、実務においては、他人の著名商標を自己の商号として登録したり、他人の商

号を自己の商標として登録したりする冒認出願による模倣事件など、さまざまな新しい

タイプの模倣事件が、頻繁に発生しています。さらに、模倣品の製造手段がますます巧

妙になり、流通ルートの隠蔽性が高くなることで、侵害者の確定が困難になっています

ので、模倣品への対応もますます複雑になっています。 

したがって、権利者は、さまざまな方面のルートを通じて、模倣品の現状を把握し、

相次いで発生している新しい情況に対して、効果的な措置を講じる必要があります。  
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また、自らの問題として、中国国内で保護される権利を保有しているか否かはもちろ

ん、どの程度の負担を覚悟して積極的な対応策をとるのかなどについても考慮すること

で、模倣対策の手段を選定する必要もあるかと思われます。

 

（2）模倣品対策のステップ 

① 権利取得 

模倣品に対抗するためには「模倣品が権利者のある知的財産権を侵害している」とい

う事実が必要なので、権利者が中国で法律により保護されるべき知的財産権を有してい

ることが大前提となります。したがって、模倣品に対抗するためには、その予防手段及

び対策の依拠として、まず、中国で法律によって保護される知的財産権を取得しなけれ

ばなりません。 

② 事前調査及び模倣業者の確認 

模倣品対策を実施するに当たって、事前調査を通じて、模倣品の製造者や販売者など

を確認するとともに、模倣品対策に必要な情報を収集する必要があります。模倣品対策

に必要な情報としては、模倣品の製造、販売状況、模倣業者に関する情報などが挙げら

れますが、このような事前調査は、対応において証拠として使用できるだけでなく、具

体的な対応策の選定においても、参考にすることができます。 

③ 証拠の収集・確保 

どのような対応策を採用するにしても、その前に、証拠を収集・確保することが必要

不可欠です。関連証拠を確保せずに、模倣業者に対し真正面から対抗すると、模倣業者

に関連証拠を隠蔽されるおそれがありますので、その後の対応策に対して不利な影響を

与えます。収集・確保すべき証拠には、通常、模倣品の現物、カタログ、写真及び領収

書などがありますが、証拠としての証明力を高めるために、公証の活用を利用すること

をお勧めします。 

④ 対策の選定 

模倣品対策として、主に、警告書の送付と交渉、厳正声明の発表、行政取締の請求、

訴訟などの措置をとることができます。 

★ 警告書の送付と交渉 

権利者は、自分の権利、模倣業者の侵害行為及び模倣業者への要求を記載した警告書
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なお、模倣業者は、警告状を証拠として、模倣業者の所在地の管轄裁判所に、非侵害

確認訴訟を提起することができます。しかし、このような非侵害確認訴訟が模倣業者の

所在地の管轄裁判所で受理された場合、地方保護主義が働いて模倣業者に有利な判決が

出されるおそれがあります。したがって、権利者は、事件の状況と権利者自体の状況を

十分に把握し、メリットとデメリットを十分検討したうえで、警告状送付の要否を決め

ることが必要です。 

★ 厳正声明の発表 

権利者は、業界の雑誌、新聞などに、「厳正声明」を発表することで、自らの権利を

言明するとともに、模倣品が出回っていることや模倣品の鑑別方法などを掲載すること

で、消費者への注意喚起を促すことができます。ただし、事実と合致していないと、模

倣業者に不正競争を理由として提訴されるおそれもあるため、事実に基づき、模倣品の

情況を誇大評価することがないように注意する必要があります。但し、この措置は、消

費者の誤認をある程度取り除くことができるだけですので、他の措置と一緒に講じる必

要があります。 

★ 行政取締の申請 

行政取締は、中国特有の制度であり、専門の行政機関に模倣業者に対する取締りを請

求することです。もし、行政機関が模倣行為であると認定した場合、模倣品を差押え、

模倣業者に対して処罰を下すこともできます。行政取締は、訴訟と比較して、それほど

時間と費用をかけずに、模倣行為に打撃を与えることができます。ただし、地方保護主

義の影響を容易に受けやすく、複雑に事件が係っている場合、処理されない恐れもあり

ます。 

★ 訴訟 

知的財産権に関する訴訟は、知的財産権を保護するための最終手段として、最も強力

なものであり、模倣業者に最も厳粛でかつ最も徹底的な打撃を与えることができます。
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ただし、時間と費用がかかります。なお、訴訟を提起する場合、証拠に対する証明力の

要求が高いので、事前の証拠収集と確保が必要不可欠です。 

 

 本書の紹介

本書は、下記のように 章に分けて、模倣対策のさまざまな面を紹介いたします。中

国で事業展開をされる皆様の理解の一助にしていただければ幸いです。

＜第 章 模倣品現状と対策概要＞

第１章では、模倣対策の全体像として、中国における模倣事件全般の行政摘発事件と

訴訟事件の件数及びその特徴及び模倣品対策の概要と基本ステップ、各対応策の役割と

留意点などについて紹介します。同章を通じて、中国における模倣対策の全般的なイメ

ージを理解することができると思います。

＜第 章 中国での権利取得＞

第 章では、中国で模倣対策を実施するためには、中国での知的財産権を戦略的に取

得しておくことが必要であることに鑑み、中国での専利権（発明特許権、実用新案権、

意匠権）、商標権、著作権の権利取得と維持について、詳細に説明します。

＜第 章 営業秘密の保護＞

第 章では、専利として出願されていない技術秘密を含む会社の営業秘密を保護する

ための方法、営業秘密の保護現状と漏洩ルート、及び営業秘密の漏洩防止手段と漏洩に

対する対策などを紹介します。なお、同時に、先使用権保護による対応方法について紹

介します。

＜第 章 模倣品対策の行政救済＞

第 章では、中国特有の模倣品に対する行政取締制度について紹介します。主に、工

商行政管理局による商標権侵害に対する取締り、知識産権局による専利権侵害に対する

取締り、版権局による著作権侵害に対する取締り、及び、質量技術監督局、税関、公安

局による取締りについて、適用法律、関連手続き、関連実例などを説明します。また、

展示会及びインターネット上での取締り、及び実務における諸問題とそれぞれの対応手

段について説明します。 

＜第 章 模倣品対策の司法救済―民事訴訟＞

第 章では、模倣品対策における民事訴訟制度について紹介します。関連法律に基づ
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いた民事訴訟の手続き上の問題点と実体上の問題点、及び侵害判定の原則と抗弁の要件

について詳細に紹介します。また、民事訴訟における留意点についても慣例実例を挙げ

て紹介します。

＜第 章 模倣品の刑事対応＞

第 章では、模倣品対策における刑事訴訟制度について紹介します。関連法律に基づ

いて、刑事訴訟の手続き上の問題点と実体上の問題点、特に刑事事件の訴追基準と刑事

自訴などについて説明します。また、関連実例を挙げながら刑事対応における留意点に

ついて紹介します。

＜第 章 その他の主要トピック＞  

第７章では、その他の、中国においてビジネス活動を展開する企業にとって関心の

あるドメインネームの問題、商号の問題、並行輸入の問題について、紹介します。

＜資料編＞

本書の末尾には つの付属資料を添付しています。資料 は模倣対策に関する費用目

安、資料 は中国知財関連法律のリスト、資料 は主要の法律法規の日本語訳です。

以上、本書は、中国における模倣品の現状に基づいて、関連法規の規定に従い、かつ、

関連実例を参照して、模倣対策の全体をご紹介します。日本企業が、中国において模倣

対策を実施する際に、役立てていただければ幸いです。
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第１章 模倣品現状と対策概要

第１節 中国における模倣品現状

1. 専利権侵害の模倣品の現状

 近年来、中国では、専利権侵害関連の紛争事件が日々増えています。

2011 年、行政ルートにて扱った専利紛争事件は 3,017 件であり、2010

年と比べて 65.5%増加しました。展示会における専利摘発事件も 1,110

件に達しました。また、最高裁判所の統計データにより、2011 年度に全国裁判所が

新たに受理した専利権侵害事件は 7,819 件に達しています。

専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）紛争に係る行政摘発事件の統計

専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）紛争に係る訴訟事件数の統計

① 経済が発達し、知的財産権を活用する地域、例えば、広東、浙江、上海などで、専

利権の侵害事件が多発している。

② 専利権侵害事件の中で、意匠権侵害事件が最も多く、包装類製品、オフィス用品、

説明
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家具、通信設備、建築材料に多く見られる。原因は次の２つがある。①技術的実用

性が低く、真正品に模倣し易い。②意匠権者の意匠を模倣して商品を生産するのに

投資が少なく経済利益が高い。

③ 渉外事件が多い。

2.商標権侵害の模倣品の現状

2011 年、行政摘発で処理した商標違法事件は 79,021 件で、2010 年と

比べて 41.02%増加しました。また、2011 年、商標権紛争に係る訴訟事

件は 12,991 件に達し、2010 年と比べて 53.56%増加しました。

商標紛争に係る行政摘発事件の統計

商標紛争に係る訴訟事件の統計
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① 規模が益々拡大されている。 

② 関わる商品の範囲が以前より幅広く、品質が高く、構成が複雑である。 

③ 手段が隠蔽的で、製造技術が先進的で、販売方式が多様化しており、大規模

に電子ビジネスを応用している。 

④ 著名ブランドが訴訟に巻き込まれる事象が多くみられ、渉外に係る商標詐称

の訴訟がますます増している。 

 

３． 著作権侵害の現状 

 著作権の侵害事件もかなりの割合を占めますが、ここ数年、従来の紙媒

体による海賊版、録音録画テープによる海賊版などから、インターネット

環境による侵害事件に発展してきています。科学技術の発展、コンピュー

タの普及及びマスコミのメディア方式の多様化とともに、著作権侵害は、従来の侵害内

容から、新しい特徴も現れています。 

現在、中国知的財産権訴訟事件の中で、著作権の紛争が半分以上を占めています。

2011 年度に中国裁判所が新たに受理した知的財産権事件の 59,882 件中、著作権侵害事

件は 35,185 件あります。なお、著作権の問題に係る訴訟で、インターネット関連の著

作権紛争が７０％を占め、この種の事件は、急激に増え続けています。2011 年に上海

の裁判所が受理した一審の著作権紛争事件は 1,565 件で、中国全ての知的財産権民事事

件の６３％の割合を占め、この一審で受理した著作権紛争事件中、インターネット著作

権紛争事件は 1,116 件に達しています。 

 

 

 

 

現段階における商標権侵害事件の特徴 

説明 
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① 侵害事件の形態は段々複雑化、かつ多様化している 

② インターネット文化分野での事件が急増し、特に経済の発展地域によくみられ

る 

③ インターネットでの海賊版などによる侵害が急増している 

④ 著作権侵害主体の範囲が幅広くなり、多くのネットユーザーがインターネット

を利用して侵権行為を行っている 
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第２節 模倣対策の総体概要と基本ステップ 

1． 模倣品防止の対応策 

（1） 権利取得及び管理 

 

 模倣業者に対して権利を行使するには、関連模倣品に相応する権利を

保有することが前提です。権利を保有してこそ、模倣業者に対して侵害

の主張ができ、侵害責任を追及することができます。例えば、商標の模

倣事件に対して、登録商標権を持っていれば、権利行使ができますが、もし、商標を登

録していない場合は権利行使ができません(未登録の馳名商標は除外)。そのため、関連

する権利の取得及びその維持管理は大変重要です。権利取得と管理については、第 2 章

で詳しく説明します。 

（2） 他社の出願・権利に対する調査 

 

 

 

 

① 他社知財情況を把握し、他社の権利を侵害することを防止する 

② 他社の冒認出願をタイムリーに見つけ、適時対応をとる 

③ 現存する技術・商標の情報を把握し、自社の知財権を取得する可能性の判断材

料とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の方法 

説明 

調査の必要性 
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第２節 模倣対策の総体概要と基本ステップ 

1． 模倣品防止の対応策 

（1） 権利取得及び管理 

 

 模倣業者に対して権利を行使するには、関連模倣品に相応する権利を

保有することが前提です。権利を保有してこそ、模倣業者に対して侵害

の主張ができ、侵害責任を追及することができます。例えば、商標の模

倣事件に対して、登録商標権を持っていれば、権利行使ができますが、もし、商標を登

録していない場合は権利行使ができません(未登録の馳名商標は除外)。そのため、関連

する権利の取得及びその維持管理は大変重要です。権利取得と管理については、第 2 章

で詳しく説明します。 

（2） 他社の出願・権利に対する調査 

 

 

 

 

① 他社知財情況を把握し、他社の権利を侵害することを防止する 

② 他社の冒認出願をタイムリーに見つけ、適時対応をとる 

③ 現存する技術・商標の情報を把握し、自社の知財権を取得する可能性の判断材

料とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の方法 

説明 

調査の必要性 

専利 

インターネットに

よる調査 

 国家知識産権局の検索サイトを利用して、公開・公告された

専利明細書及び書誌的事項が閲覧可能 

http://www.sipo.gov.cn/zljs/ 

 専利情報サービスプラットフォーム（CNIPR）のサイトを利

用して、公開・公告された専利明細書及び書誌的事項が閲覧

可能 

http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action 

国家知識産権局を

介する調査 

 既に公開・公告された案件の包袋書類を取り寄せる 

 専利登録簿謄本を取り寄せる 

知識産権出版社が

発行する書類を購

入して調査 

知識産権出版社は中国専利文献の唯一の法定出版社である。 

主に以下の知財資料を発行する。 

 刊行物―「中国専利公報（国家知識産権局が毎週定期発行する

「受理、審査、授権公告」に関する唯一の法定刊行物）」 

 DVD－「中国専利説明書全文」、「中国専利公報」、「外観設計」、

「専利説明書分類」、「中国専利データベース要約」等 

PCT 国際公開に対

する調査 

PCT 出願の場合、国際公開された後、下記 PCT の国際事務局の

検索サイトで出願の内容が閲覧可能 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

商標 

簡易調査 

国家工商行政管理総局商標局の公式検索サイトを利用して類似商

標の初歩的調査及び商標出願状況を把握することができる。 

http://sbcx.saic.gov.cn/trade/ 

オフィシャル調査 

詳しくて正確な調査結果が必要であれば、商標事務所等に依頼し、

国家工商行政管理局の類似商標サービス提供機構－通达商标服务

中心（通達商標サービスセンター）http://www.tdtm.com.cn/を通

じて調査をすることができる。 

著作権 
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http://www.sipo.gov.cn/zljs/
http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://sbcx.saic.gov.cn/trade/
http://www.tdtm.com.cn/


中国版権保護中心

公式サイト 

での調査 

 計算機ソフトウェア著作権は下記ウェブサイトを利用 

http://www.ccopyright.com/cpcc/RRegisterAction.do?method=list&no=fck 

 作品著作権は下記ウェブサイトを利用 

http://www.ccopyright.com/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fck 

※上記サイトを利用する場合、書誌事項は閲覧できるが、作品に

ついては閲覧できない。裁判所による文書を持っていなければ、

他人の作品を取り寄せることはできない。 
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http://www.ccopyright.com/cpcc/RRegisterAction.do?method=list&no=fck
http://www.ccopyright.com/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fck


中国版権保護中心

公式サイト 

での調査 

 計算機ソフトウェア著作権は下記ウェブサイトを利用 

http://www.ccopyright.com/cpcc/RRegisterAction.do?method=list&no=fck 

 作品著作権は下記ウェブサイトを利用 

http://www.ccopyright.com/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fck 

※上記サイトを利用する場合、書誌事項は閲覧できるが、作品に

ついては閲覧できない。裁判所による文書を持っていなければ、

他人の作品を取り寄せることはできない。 

 
  

 

 

 

 

国家知識産権局－専利検索ホームページ http://www.sipo.gov.cn/zljs/ 

 

① 国家知識産権局－専利検索ホームページにアクセスします。希望の検索対象（発明

特許、実用新案、意匠）にチェックを入れます。 

② キーワードを入力します。 

③ 「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示され、専利明細書及び書誌的事

項の閲覧ができます。 

 

① 
②  ①   

検索の案内例 

③  ①   
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http://www.sipo.gov.cn/zljs/


 

 

 

 

 

 

 

専利情報サービスプラットフォームの検索ホームページ 

http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action 

 

① 専利情報サービスプラットフォームの検索ホームページにアクセスします。希望の

検索対象にチェックを入れます（中国発明特許/実用新案/意匠、中国登録発明特許、

① 

② 

③ 

説明 
 

初めて利用する方は、まず画面の右側の 2 番目の「说明书浏览器下

载（公報閲覧のソフトウェアダウンロード）」ボタンを押し、イン

ストールします。 
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http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action


 

 

 

 

 

 

 

専利情報サービスプラットフォームの検索ホームページ 

http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action 

 

① 専利情報サービスプラットフォームの検索ホームページにアクセスします。希望の

検索対象にチェックを入れます（中国発明特許/実用新案/意匠、中国登録発明特許、

① 

② 

③ 

説明 
 

初めて利用する方は、まず画面の右側の 2 番目の「说明书浏览器下

载（公報閲覧のソフトウェアダウンロード）」ボタンを押し、イン

ストールします。 

中国台湾専利と香港専利等のいずれか、または複数を指定することが可能）。 

② キーワードを入力します。 

③ 「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示され、専利明細書及び書誌的事

項の閲覧ができます。 

 

 

 

 

 

 

 
  

説明 当該ウェブサイトの公報図面を正しく示すために、 ブラウザーを

ご利用下さい。初めて利用する方は、まず画面の上に出てくる「专

利说明书图形浏览器（公報閲覧のソフトウェア）」をクリック・イ

ンストールする必要があります。 
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国家工商行政管理総局商標局 

－中国商標網ホームページ http://sbcx.saic.gov.cn/trade/ 

【類似商標調査】 

 

① 国家工商行政管理総局商標局－中国商標網のホームページにアクセスします。「商标

近似查询（類似商標検索）」における右下の「 」を押します。 

なお、中国語が分かる方は右上の「操作指南」をクリックして、当該サイトの利用

方法に関する案内文等を閲覧することができます。 

 

 

 

 

① 
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http://sbcx.saic.gov.cn/trade/


 

国家工商行政管理総局商標局 

－中国商標網ホームページ http://sbcx.saic.gov.cn/trade/ 

【類似商標調査】 

 

① 国家工商行政管理総局商標局－中国商標網のホームページにアクセスします。「商标

近似查询（類似商標検索）」における右下の「 」を押します。 

なお、中国語が分かる方は右上の「操作指南」をクリックして、当該サイトの利用

方法に関する案内文等を閲覧することができます。 

 

 

 

 

① 

 

 

② 検索条件を入力します。 

国际分类号（指定商品・役務の国際分類番号） 

「類似商品及び役務区分表」から１～45 の区分に応じて数字（半角）を入力します。 

类似群号（類似群号） 

類似群号が分かれば入力しますが、入力必須ではありません。 

查询方式（検索方式） 

プルダウンメニューがありますので、必要に応じてご要望の検索方式を選択します。漢

字、ピンイン、英語、数字、ピンイン頭文字、図形の 6 種類の選択肢があります。 

查询类型（検索類型） 

上記「查询方式」を選択した後、「查询类型」に関連項目が出てきます。 

 下記ステップ③で「自动查询」をクリックする場合、選択する必要はありません。 

② 

③ 
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 下記ステップ③で「选择查询」をクリックする場合、検索したい項目にチェックを

入れます。 

查询内容（検索内容） 

検索したい表記を入力します。 

③二つのタイプがありますが、必要に応じてボタンをクリックすれば検索結果が表示さ

れます。 

 

自动查询（自動検索） 

当該タイプをクリックすれば、「查询类型」全てを選択するように黙認されます。 

选择查询（選択検索） 

「查询类型」欄に出てくる項目中チェックを入れた項目だけについて検索します。 

 

 

 

 

 

 

 
  

説明 

商標類似調査は、先行商標との商品・役務の同一・類似性、商標の

同一・類似性、二つの面から調査する必要があります。商品・役務

の類似性は、「類似商品及び役務の区分表」に基づいて判断し、商

標の類似性は、一般公衆の注意力を基準として、外観、称呼、概念

等を総合的に考慮して判断します。
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 下記ステップ③で「选择查询」をクリックする場合、検索したい項目にチェックを

入れます。 

查询内容（検索内容） 

検索したい表記を入力します。 

③二つのタイプがありますが、必要に応じてボタンをクリックすれば検索結果が表示さ

れます。 

 

自动查询（自動検索） 

当該タイプをクリックすれば、「查询类型」全てを選択するように黙認されます。 

选择查询（選択検索） 

「查询类型」欄に出てくる項目中チェックを入れた項目だけについて検索します。 

 

 

 

 

 

 

 
  

説明 

商標類似調査は、先行商標との商品・役務の同一・類似性、商標の

同一・類似性、二つの面から調査する必要があります。商品・役務

の類似性は、「類似商品及び役務の区分表」に基づいて判断し、商

標の類似性は、一般公衆の注意力を基準として、外観、称呼、概念

等を総合的に考慮して判断します。

 

 

【一般調査】 

 

① 国家工商行政管理総局商標局－中国商標網のホームページにアクセスします。「商标

综合查询（商標総合検索）」における右下の「 」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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② 検索条件を入力します。「国际分类号」、「注册号/申请号（登録/出願番号）」、「商标

名称（商標名称）」、「申请人名称（出願者名称）」（中国語と英語名称が含まれていま

す）等のいずれか、又は複数を指定することができます。 

③ 「查询（検索）」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 
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② 検索条件を入力します。「国际分类号」、「注册号/申请号（登録/出願番号）」、「商标

名称（商標名称）」、「申请人名称（出願者名称）」（中国語と英語名称が含まれていま

す）等のいずれか、又は複数を指定することができます。 

③ 「查询（検索）」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

（3） 他社の出願・権利に対する対応 

） 専利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効性検討 

無

効

理

由

有

る 

無

効

理

由

無

い 
無効審判を提出

 
 

権利侵害の回避

 発明特許・実用新案であれば、クレ

ームの権利範囲に入れないよう自

社の技術を相応に変更・修正する。

意匠であれば、類似意匠と認定され

ないようにデザインを変更・修正す

る。

 専利権譲渡について、専利権者と交

渉する。

 ライセンスについて、専利権者と交

渉する。

 
 

 
 
 
 

無

効

宣

告 

専

利

維

持 

説明 

専利調査及び分析を通じて自社の実施しようとする技術が他人の専

利権を侵害するおそれがあると判断される場合、他人の専利権の有効

性について判断すべきです。その専利権に無効理由がある場合、専利

審判委員会に、無効審判請求を提出することができます。その中でも、

実用新案・意匠は実体審査がなされずに登録されますので、無効の可

能性は発明特許より高いといえます。無効審判請求の手続き及び詳細

については、第 章第 節の「無効審判請求制度」を参照してくださ

い。 
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） 商標 

 

 

 

 

 

 

（4） 営業秘密の維持管理 

営業秘密には技術情報と経営情報が含まれていますが、企業の主要な資産であり、一

旦漏洩されたら、企業の経営、戦略及び競争力などに大きな影響をもたらします。その

ため、営業秘密漏洩の予防、救済に工夫する必要があります。詳細については、第 3 章

の内容をご参照ください。 

 

（5） 税関への権利申告 

 

 

 

 

同一・類似商標を構成 

商標又は指定商品を

変更して使用・出願

する。 
 

 異議申立を提出する。 
 不正登録取消審判を

提出する。 
 不使用取消審判を提

出する 
 

 

 商標権譲渡について、

商標権者と交渉する。 
 ライセンスについて、

商標権者と交渉する。 

説明 

商標調査を通じて使用する商標又は出願しようとする商標が他人の

登録商標又は出願商標と同一又は類似すると判断された場合、他人の

商標権を侵害するおそれがありますので、商標の使用または出願を中

止する、或いは、登録商標・出願商標について異議申立・取消審判の

提出を検討することが必要です。異議申立と取消審判の手続き及び詳

細については、第 章第 節の内容を参照してください。

 

税関への権利申告とは、税関に自分の知的財産権を保護するよう要求す

る権利者が、その知的財産権の法律情況、関連貨物の情況、知的財産権の

合法使用状況と被疑侵害貨物の輸出入情況を税関総署に提出・届出し、税

関が輸出入貨物に対する通関手続中、主導的に関連知的財産権に対して保

護させることを指します。 
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） 商標 

 

 

 

 

 

 

（4） 営業秘密の維持管理 

営業秘密には技術情報と経営情報が含まれていますが、企業の主要な資産であり、一

旦漏洩されたら、企業の経営、戦略及び競争力などに大きな影響をもたらします。その

ため、営業秘密漏洩の予防、救済に工夫する必要があります。詳細については、第 3 章

の内容をご参照ください。 

 

（5） 税関への権利申告 

 

 

 

 

同一・類似商標を構成 

商標又は指定商品を

変更して使用・出願

する。 
 

 異議申立を提出する。 
 不正登録取消審判を

提出する。 
 不使用取消審判を提

出する 
 

 

 商標権譲渡について、

商標権者と交渉する。 
 ライセンスについて、

商標権者と交渉する。 

説明 

商標調査を通じて使用する商標又は出願しようとする商標が他人の

登録商標又は出願商標と同一又は類似すると判断された場合、他人の

商標権を侵害するおそれがありますので、商標の使用または出願を中

止する、或いは、登録商標・出願商標について異議申立・取消審判の

提出を検討することが必要です。異議申立と取消審判の手続き及び詳

細については、第 章第 節の内容を参照してください。

 

税関への権利申告とは、税関に自分の知的財産権を保護するよう要求す

る権利者が、その知的財産権の法律情況、関連貨物の情況、知的財産権の

合法使用状況と被疑侵害貨物の輸出入情況を税関総署に提出・届出し、税

関が輸出入貨物に対する通関手続中、主導的に関連知的財産権に対して保

護させることを指します。 

 

税関は輸出入の貨物の管理機関として、輸出入の貨物に対して効果的な管理を実施す

ることが可能で、侵害に係わる貨物の輸出入を取締まるうえで、重要な役割を果たして

います。税関の知的財産権保護は輸出と輸入の二つの面から保護措置を実施します。中

国の税関は各国と同じように侵害貨物の輸入を取り締まるほか、中国から輸出される貨

物にも保護措置が適用されます。商標と著作権に対して保護措置をとるほか、発明特許、

実用新案、意匠も税関保護の範囲に入っています。税関は侵害に係わる貨物を没収し、

国内または国外へ持ち出すことはできません。 

また、税関の差押え手続について、当事者の申請による差し押さえと税関の職権によ

る差し押さえとの二つの種類に分けていますが、税関の職権による差し押さえの際に、

権利者は予めに関係知的財産権を税関に申告する必要があります。従って、税関による

知財権保護を効果的に進めるため、事前に税関へ、その権利を申告すべきです。 

税関における侵害品の差押手続き等は、第４章第 2 節の内容を参照してください。 
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税関権利申告のフローチャート  
説明 

 
申告者 
申告しようとする知的財産権の権利者で

なければなりません。 
必要書類 
 申告者の身分証明書及び中国語訳文 
 代理人を介した場合代理人の身分証

明書及び委任状が必要 
 知的財産権の有効権利証明書 
 知的財産権を適用した真正品又はそ

の包装の写真、図面 
 ライセンスが有る場合、ライセンシ

ーの情報及び契約書類等、既存の侵

害貨物の輸出入証拠 
 申告申請書と費用納付証明書（オン

ライン操作が終わった後、他の必要

書類と併せて税関総署に郵送） 
申告申請書 
オンラインで以下のものを入力し、プリ

ントアウトすれば、申請書となります。 
 権利者の名称、住所等の情報 
 知的財産権の名称及び関係情報 
 知的財産権に関する製品又は包装の

図面をアップロード 
 送金日等 
申告費用：CNY800 
所要期間：2 ヶ月～3 ヶ月 
税関は書類送達後 30 稼働日以内に申告

結果を通知します。 
連絡者：ID を申請する際、税関との連絡

者の情報を記入します。 
 
 

①必要書類の準備 

②「知識産権海関保護備案系統（知的財

産権税関保護申告システム）」にアク セ
スし、申告者名義での ID を申請 

③「備案系統」にアクセスしてオンラ

インで申告情報を入力 
 
 
 
 
 

④税関総署指定口座に官庁手数料を送金 
 
 
 
 

⑥必要書類と送金控えを税関総署に郵送 
 
 
 ⑦受理通知書を電子メールにて受取り 

 
 

⑧申告結果を電子メールにて受取り 
 
 

⑤「備案系統」にアクセスして送金日

等を入力し、申請書をプリントアウト 
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税関権利申告のフローチャート  
説明 

 
申告者 
申告しようとする知的財産権の権利者で

なければなりません。 
必要書類 
 申告者の身分証明書及び中国語訳文 
 代理人を介した場合代理人の身分証

明書及び委任状が必要 
 知的財産権の有効権利証明書 
 知的財産権を適用した真正品又はそ

の包装の写真、図面 
 ライセンスが有る場合、ライセンシ

ーの情報及び契約書類等、既存の侵

害貨物の輸出入証拠 
 申告申請書と費用納付証明書（オン

ライン操作が終わった後、他の必要

書類と併せて税関総署に郵送） 
申告申請書 
オンラインで以下のものを入力し、プリ

ントアウトすれば、申請書となります。 
 権利者の名称、住所等の情報 
 知的財産権の名称及び関係情報 
 知的財産権に関する製品又は包装の

図面をアップロード 
 送金日等 
申告費用：CNY800 
所要期間：2 ヶ月～3 ヶ月 
税関は書類送達後 30 稼働日以内に申告

結果を通知します。 
連絡者：ID を申請する際、税関との連絡

者の情報を記入します。 
 
 

①必要書類の準備 

②「知識産権海関保護備案系統（知的財

産権税関保護申告システム）」にアク セ
スし、申告者名義での ID を申請 

③「備案系統」にアクセスしてオンラ

インで申告情報を入力 
 
 
 
 
 

④税関総署指定口座に官庁手数料を送金 
 
 
 
 

⑥必要書類と送金控えを税関総署に郵送 
 
 
 ⑦受理通知書を電子メールにて受取り 

 
 

⑧申告結果を電子メールにて受取り 
 
 

⑤「備案系統」にアクセスして送金日

等を入力し、申請書をプリントアウト 
 
 
 
 

2． 模倣品発見後の対応 

（1） 事前準備 

① 真贋判定手段の採用 

真贋判定手段には、様々ありますが、異なる知的財産権、異なる物品に対する判定手

段は同一ではありません。その真贋判定手段の採用は、通常、以下の三つの場合があり

ます。 

自社 模倣品を発見後、侵害を構成するかどうかを初歩的に判断する場

合、自社で実施することもできます。 

代理人事務所に依頼して実施することもできます。 
代理人事務所 

司法鑑定機関 

 自社又は代理人が判定しかねる場合、鑑定資格を有する専門

の鑑定機関に依頼して実施することができます。 

 訴訟の証拠として使用する場合、裁判所が認可する鑑定機関

に依頼して実施する必要があります。 

② 侵害調査―模倣品発見ルート 

模倣品発見ルート 

① 
自社で流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場を調査する。 

インターネット上の定期調査を実施する。 

② 取引関係・協力関係（代理店、ライセンシー等）があるものから情報を入手する。 

③ 調査会社、法律事務所を通じて対象会社に対する実態調査を実施する。 

④ 
税関、工商行政管理局が業務履行中、被疑侵害品を発見した場合に連絡がある。 

（工商行政管理局からの連絡は少ない。） 

③ 侵害者の保有権利に対する調査 

 

模倣品を発見後、企業は模倣品対策を策定する必要があります。但し、

各業界、各模倣業者の模倣行為は異なっており、それぞれの特徴を有し

ますので、最終対策を策定する前に、対象企業の規模、侵害品の経営状

況及び権利保有状況等について調査を実施することが求められます。そして、その調査

結果に基づいて関連模倣業者・模倣行為を確実に阻止できる対策を選択します。

 

説明 
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被疑侵害行為を見つけた後、模倣業者に対して、調査を行う必要があ

ります。相手側が関連知的財産権を保有しているかどうかの情況も含め

て調査すべきです。

① 一部の模倣業者は、著作物登録または意匠登録が実体調査を経ていない点を利用し

て勝手に先行権利と同一又は類似する著作物または意匠登録を出願して、いわゆる登録

権者になります。このような模倣業者に対する対応策は普通の模倣業者に対する対応策

とは異なり、必要に応じて、その意匠権等に対する無効審判請求も考えられます。その

場合は、弁護士と相談して対応策を工夫すべきです。

② なお、一部の被疑模倣業者はそれ相当の知的財産権を保有しております。逆に訴え

られるリスクを避けるため、事前に被疑模倣業者の知財権保有状況を調査し、自社の製

品と被疑模倣業者の知財権と抵触するかどうかも検討すべきです。

侵害者の保有権利に対する調査は本節の１．（ ）の内容をご参照ください。

 

④ 自身の権利情況、弱点把握 

侵害者に対する調査を実施した後、相手側の保有する権利の有効性と情況について確

認するほか、自社の権利情況及び弱点について全体的に把握する必要があります。一般

的に、以下の点について留意しなければなりません。 

 

権利の有効性  

 関連知的財産権が有効期間内であるかどうか。 

 関連知的財産権を維持するのに必要な費用を納付したか。 

法律規定に基づき専利は年金を支払う必要があるし、商標は期間を

更新した場合、更新費用を支払わなければなりません。納付しなか

った場合、その権利は失効になります。 

権利の安定性 

逆に相手側又は他人により無効審判・取消審判が提出されるおそれ

もありますので、自社が有する権利の安定性について検討する必要

があります。 

弱点 or 長所 

 収集した侵害証拠の証明能力 

関連侵害資料及びサンプルを公証付で入手した場合、その証明力は

高いですが、公証付で入手していない場合、裁判所が認可しないお

必要性 
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権者になります。このような模倣業者に対する対応策は普通の模倣業者に対する対応策

とは異なり、必要に応じて、その意匠権等に対する無効審判請求も考えられます。その

場合は、弁護士と相談して対応策を工夫すべきです。

② なお、一部の被疑模倣業者はそれ相当の知的財産権を保有しております。逆に訴え

られるリスクを避けるため、事前に被疑模倣業者の知財権保有状況を調査し、自社の製

品と被疑模倣業者の知財権と抵触するかどうかも検討すべきです。

侵害者の保有権利に対する調査は本節の１．（ ）の内容をご参照ください。

 

④ 自身の権利情況、弱点把握 

侵害者に対する調査を実施した後、相手側の保有する権利の有効性と情況について確

認するほか、自社の権利情況及び弱点について全体的に把握する必要があります。一般

的に、以下の点について留意しなければなりません。 

 

権利の有効性  

 関連知的財産権が有効期間内であるかどうか。 

 関連知的財産権を維持するのに必要な費用を納付したか。 

法律規定に基づき専利は年金を支払う必要があるし、商標は期間を

更新した場合、更新費用を支払わなければなりません。納付しなか

った場合、その権利は失効になります。 

権利の安定性 

逆に相手側又は他人により無効審判・取消審判が提出されるおそれ

もありますので、自社が有する権利の安定性について検討する必要

があります。 

弱点 or 長所 

 収集した侵害証拠の証明能力 

関連侵害資料及びサンプルを公証付で入手した場合、その証明力は

高いですが、公証付で入手していない場合、裁判所が認可しないお

必要性 

それがあります。単なる警告状の発送、又は行政取締（サンプル購

入の領収書等がある場合）の場合は、そのサンプル購入の領収書を

公証無しに利用することができます。 

 現地の地方保護主義及び現地における侵害者の影響力 

北京、上海等の大都市を除き、一部の地方には地方保護主義が存在

することがあり、行政取締を申請した時、当局は積極的に対応して

くれないおそれもあります。従って、訴訟又は行政摘発を提起する

場合は、できるだけ北京、上海等の大都市を実施地として対策を講

ずることを提案します。 

 

⑤ 現地代理人事務所の選定及び対応策の選択 

中国における模倣対策を実施する際、現地代理人を介し、現地代理人の法的見解に基

づいて対応策を講じて行きますので、代理人の役割は大変重要です。よって、経験が豊

富で、実務レベルが高い代理人を選定することがポイントです。代理人を選定する際は、

以下の点に留意し、代理人事務所の実績、経験、責任感、依頼しようとする個別案件と

の適正などを総合的に考慮して選択する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当局との連携

業界内の評価

 
②責任感、サービス

日本語、英語能力 

① 知財権事件における実績、経験 
得意分野、弁護士・弁理士能力 

選定 
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1 
 
 

① 
過去に取り扱った知的財産権事件の件数、成功率、実務経験、弁護士・弁理士チ

ームの総合的能力、得意分野等 

② 事務所のサービス、責任感、外国とのコミュニケーション・レスポンス等能力 

③ 行政救済ルートを実施される場合当局との連携能力、及び業界内の評価 

 

具体的対応策を工夫する一般時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 証拠確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

侵害品を発見 

代理人を選定 

侵害業者への調査を実施 

具体的対応策を検討 

救済ルートを選択 
私的・行政・司法救済 

 

対応策・救済ルートの選択

警告

 コストを抑えたい

 侵害行為がさほど重大ではない

行政救済

 侵害行為が一定の規模を有する

 侵害行為が明らかである

 調査によれば、工場・店舗内に確実に侵

害品の在庫がある

司法救済

 相手側にプレッシャーをかけて侵害行為

を徹底に中止させたい

 上述ルートで望ましい効果を得ていない

 行政ルートを利用しかねる

 損害賠償金を請求したい

行政救済ルートを選択するか司法救済ルートを選択するかを問わず、先ず、

侵害証拠を収集して、自分の主張を証明しなければなりません。特に、裁

判所は証拠の形式要件に対して、厳しく要求しますので、権利者自ら収集

した証拠については認定してもらえない可能性が高く、そのため、公証手

続きを通じて、その証拠の証明力を確保する必要があります。また、中国

以外で取得された証拠は、公証機関の公証と中国大使館または領事館の認

証を経なければなりません。台湾のみならず香港、マカオ地区で取得され

た関連証拠についても証明手続を履行しなければなりません。

 

⑥
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2 

公証の証明力 

民事訴訟法第 67 条 

裁判所は、反証がある場合を除いて、法定手順を経て公

証・証明した法律行為、法律事実と文書を事実認定の証

拠としなければならない。 

最高裁判所の民事訴訟証拠

に関する若干規定第 77 条 

物証、ファイル、鑑定結論、実地検証筆録、又は公証・

登録を経た書証の証明力は通常、他の書証又は視聴資料、

証人証言より大きい。 

公証法第 36 条 

公証を経た民事法律行為、法的意義を有する事実及び文

書は、事実認定の根拠としなければならない。但し、こ

れに反する証拠があり公証を覆すに足る場合はこの限り

ではない。 

 

知的財産権事件において常に利用される公証 

① インターネット公証 

インターネットにおける宣伝、侵害品の図面等の侵害情

報を公証人の立会いでプリントアウト・保存して、侵害

証拠として確保します。 

② 侵害品の公証付購入 

 現場での公証付き購入 

販売店、工場等の販売現場に赴き、公証人（原則 2 名）

の立会いで侵害品を購入し、領収書等の関連書類を入手

します 

 インターネット上の公証付き購入 

インターネット上での侵害品販売行為に対するもので、

公証人の立会いのもと、オンラインでオーダーをし、郵

送等で侵害品が届いたら、公証人の立会いで侵害品を受

領します。 

③ 原本とコピーが一致す

るとの公証 

原本の提出が難しい場合、原本とコピーが一致するとの

公証をとります。 

 

 

 
 

1 
 
 

① 
過去に取り扱った知的財産権事件の件数、成功率、実務経験、弁護士・弁理士チ
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具体的対応策を工夫する一般時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 証拠確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

侵害品を発見 

代理人を選定 

侵害業者への調査を実施 

具体的対応策を検討 

救済ルートを選択 
私的・行政・司法救済 

 

対応策・救済ルートの選択

警告

 コストを抑えたい

 侵害行為がさほど重大ではない

行政救済

 侵害行為が一定の規模を有する

 侵害行為が明らかである

 調査によれば、工場・店舗内に確実に侵

害品の在庫がある

司法救済

 相手側にプレッシャーをかけて侵害行為

を徹底に中止させたい

 上述ルートで望ましい効果を得ていない

 行政ルートを利用しかねる

 損害賠償金を請求したい

行政救済ルートを選択するか司法救済ルートを選択するかを問わず、先ず、

侵害証拠を収集して、自分の主張を証明しなければなりません。特に、裁

判所は証拠の形式要件に対して、厳しく要求しますので、権利者自ら収集

した証拠については認定してもらえない可能性が高く、そのため、公証手

続きを通じて、その証拠の証明力を確保する必要があります。また、中国

以外で取得された証拠は、公証機関の公証と中国大使館または領事館の認

証を経なければなりません。台湾のみならず香港、マカオ地区で取得され

た関連証拠についても証明手続を履行しなければなりません。
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（2） 対策実施 

① 私的救済―警告、交渉 

警告は私的救済として、行政救済と司法救済の実施前の対処手段として常に利用さ

れます。権利者は自分の知的財産権を侵害する模倣品を発見した場合、模倣品業者に

侵害行為を中止するよう旨の警告状を発送し、相手側と交渉を行います。権利者の要

求に応じて侵害行為を中止するか否かは模倣業者の態度に拠ります。相手側の法律意

識が高い場合、適時に侵害行為を中止しますが、法律意識が低い場合、権利者の要求

を無視して、侵害行為を継続するケースも多くあります。 

 

メリット 

 紛争の解決期間が短い。 

 コストが少なくてすむ。 

 善意の抗弁を防止することができる。 

デメリッ

ト 

 相手側に対するプレッシャーがさほど大きくなく、無視される

可能性が高い。 

 警戒心を生じさせ、証拠隠滅の可能性が高くなる。 

 相手側による非侵害確認訴訟が提起されるおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「善意」とは、「権利侵害の事実を知らなかった場合」を指します。

専利侵害品の使用者・販売者及び商標侵害品の販売者が関連製品が侵

害品とは知らなかったと主張し、合理的出所を立証すれば損害賠償の

責任を免除することができます（専利法第 条、商標法第 条

項）。警告をすることによって、侵害品の使用又は販売行為について

善意の抗弁を防止することができます。

 
説明 
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② 行政救済―行政摘発 

異なる侵害行為に対応する管理機関及び申請者は異なっていますが、下記をご参照く

ださい。各管理機関に応じる行政救済手続き及び流れ等については、第 4 章をご参照く

警告状、交渉の一般フローチャート 

侵害行為の発見 

模倣業者に対する調査、確認 

警告状の作成 
 自分の享有する権利を説明する。 
 相手側の侵害行為を指摘する。 
 侵害行為の法律責任を説明する。 
 侵害行為の中止、在庫の廃棄等の要求を提

出する。 
 権利証明書類、侵害証拠等を添付する。 

相手側との交渉

警告状を発送した後、相手側からいかなる応答

もない場合、相手側に電話して侵害行為の中止

情況を質問し、していない場合は早めに侵害行

為を中止し、他の要求に応じるよう交渉する。 

他の対策を検討する

相手側がどうしても侵害行為を中止しない場

合、他の対策案を検討する必要がある。 

31

第２節 模倣対策の総体概要と基本ステップ



 
 

4 

ださい。下記の利害関係者とは、ライセンシー又は、関連権利の合法的相続者を指しま

す。商標権侵害事件を例とする場合、その利害関係者には、登録商標ライセンス契約に

おけるライセンシー、登録商標権の合法的相続者を指します。 

 

 

 

メリ

ット 

 訴訟より、時間と費用が掛からない。 

 訴訟より、証拠の証明力を厳格に要求されない。 

 行政機関は、侵害情況を現地で独自に調査することができる。 

専利権侵害 地方知識産権局 

商標権侵害 工商行政管理局 
商標権者、利害関係者 

専利権者、利害関係者 

著作権侵害 版権局 
著作権者、利害関係者 

製品品質法

違反 質量技術監督局 
被害者等、利害関係者 

不正競争法

違反 
工商行政管理局 

知名商品の特有名称、

包装、装飾の権利者 

税関で発見

した侵害品 税関 
権利者 
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包装、装飾の権利者 

税関で発見

した侵害品 税関 
権利者 
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デメ

リッ

ト 

 侵害となるかどうかに関する関係主管機関の判断は、行政取締を請

求する場合の重要なポイントである。行政機関のレベルは裁判所よ

りさほど高くない。複雑な事件であれば、処理されないおそれがあ

る。 

 先方企業が、現地である程度の影響力を有する企業であれば、地方

保護主義の影響を及ぼされる恐れがある。 

 損害賠償を請求できない。 

 

③ 司法救済―訴訟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

中国の裁判制度は 4 級 2 審制です。一般的に、地方の中等以上の裁判

所が知的財産権侵害案件を審理致します。また、外国に関する訴訟は

原則的に中等裁判所が一審裁判所となります。判決結果に不服する場 

合、規定期限内に上訴することができます。訴訟手続き及び詳細の内容については、

第 5、6 章を参照ください。 
 

説明 

最高裁

１箇所

高等裁判所

各省・自治区・直轄市に１箇所 

中等裁判所

市に設置 

基層裁判所

市の各区・県に設置 

四級制及び設置地区 
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メリッ

ト 

 相手に対して、強いプレッシャーになる。 

 損害賠償を請求できる。 

 行政機関より、裁判所の判断レベルは高く、複雑な事件であっ

ても、処理してくれる。 

 裁判での手続などは透明であり、行政ルートより、公平性をあ

る程度確保できる。 

デメリ

ット 

 時間と費用が掛かる。 

 証拠の証明力に対する要求は厳しい。 

 

（3） 事後処理 

① 対策終了の広報 

 

広報の媒体 

自社公式サイト 

自社公式サイトに注意喚起文を掲載すれば、自社製品に関心を持つ

消費者や取引先に、直接模倣品の出回りを広報でき、費用もさほど

かからない。 

ほかのサイト 人気があるサイトで、記事を発表する。 

新聞、雑誌等 

知的財産権に関する専門誌、例えば「中国知識産権報」に模倣対策

を判例として掲載したり、または、各企業を対象にした専門誌、例

えば「中国工商報」に「厳正声明」等を掲載したりする。 

模倣品対策は時間、労力、費用をかけて行なわれますが、対策終了後、

その結果についても広報したほうがよいでしょう。自社の知的財産権

活動を業界内で宣伝するだけではなく、知的財産権保護に対する企業

の決意を表明することにより、他の模倣業者にプレッシャーをかける

ことにもつながり模倣行為の抑制が期待できます。その主な表現形式

は権利者から取引先または消費者に対して、模倣品が出回っていると

注意を喚起することです。 
 

意義 
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② 継続的市場監視 

模倣品の生産・販売行為はある一つ又は複数の対策で消えることは少ないといえます。 

自社の知的財産権を確実に保護するためには、定期的に模倣品が市場で出回っている

か監視をする必要があります。また、市場に対する監視を通じて、模倣品を発見した場

合、適時にふさわしい対策を検討・実施する必要があります。監視の手段とは、模倣品

発見ルートとほぼ同じです。 

市場監視手段 

① 
自社で流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場を調査します。 

インターネット上の定期調査を実施します。 

② 取引関係・協力関係のある代理店、ライセンシー等から情報を入手します。 

③ 調査会社、法律事務所を通じて対象会社に対する実態調査を実施します。 

※特に、過去模倣行為があった業者に対する市場監視を重要視します。 

③ 代理人の評価 

対策終了後、当初予想の結果を得たかどうか、及び代理人の業務能力、サービスの品

質、コミュニケーション能力等について、総合的に評価する必要があります。当該評価

を通じて、引き続き当該代理人に案件を依頼するかどうかを決定し、改善すべき点があ

る場合、代理人にご要望事項を提出することができます。 

評価の内容 

① 

業務能力 

代理人は、ミスがないかどうか。 

特に、代理人の処理不当で、対応策の効果にマイナス影響を与えたことがないか

どうか。 

複雑な事件でも、最適な対応手段を取ることができたか。 

② 

コミュニケーション能力 

依頼人の要望と指示を十分に理解することができたか。 

関係情況をタイムリーに依頼人に報告したか。 

依頼人の確認を取らずに、勝手に自ら進めたことはないか。 

③ 
サービスの品質 

依頼人の質問を適時回答したか。 
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依頼人の要望を満たすために、全力注いで努力したか。 

依頼人から指摘された問題点について、適時改正したか。 

ミスがあった場合、それを認め且つ陳謝したか。 

これらの対応はタイムリーであったか。 

④

費用請求 

費用請求は合理的且つ、透明であるか。 

コストをできるだけ抑制させることに努めていたか。 

事前に見積りを出し、実績の費用請求は見積り額を超えていないか。 

見積りを超えた場合、その理由を明確に説明したか。 

 

④ 取締り機関への表敬、お礼 

模倣対策を実施中、当局が積極的に協力してくれた場合や、好ましい結果を得た場合、

当局に感謝状または表彰の旗を授与して、感謝の意を表すことができます。 

 

表敬の形
① 訪問、口頭にて感謝、表彰の旗を贈る。

② 感謝状を郵便にて送付。 

意義 
当局も好意的に感じるので、今後、他の件で当局とコンタクトする

場合、その連携がさらにスムーズになる。 

留意点 

① 金銭または高価なものを贈ることは控える。 

② マスコミで対策の成果を公表する際にも、当局への感謝の意も

表明する。 

 
  

36

第１章 模倣品現状と対策概要



 
 

8 

依頼人の要望を満たすために、全力注いで努力したか。 

依頼人から指摘された問題点について、適時改正したか。 

ミスがあった場合、それを認め且つ陳謝したか。 

これらの対応はタイムリーであったか。 

④

費用請求 

費用請求は合理的且つ、透明であるか。 

コストをできるだけ抑制させることに努めていたか。 

事前に見積りを出し、実績の費用請求は見積り額を超えていないか。 

見積りを超えた場合、その理由を明確に説明したか。 

 

④ 取締り機関への表敬、お礼 

模倣対策を実施中、当局が積極的に協力してくれた場合や、好ましい結果を得た場合、

当局に感謝状または表彰の旗を授与して、感謝の意を表すことができます。 

 

表敬の形
① 訪問、口頭にて感謝、表彰の旗を贈る。

② 感謝状を郵便にて送付。 

意義 
当局も好意的に感じるので、今後、他の件で当局とコンタクトする

場合、その連携がさらにスムーズになる。 

留意点 

① 金銭または高価なものを贈ることは控える。 

② マスコミで対策の成果を公表する際にも、当局への感謝の意も

表明する。 

 
  

説明 

第２章 中国での権利取得

第１節 専利権の取得

保護対象

中国「専利法」にいう専利権には、発明特許権、実用新案権、意匠権が含

まれています。

発明特許権

実用新案権

意匠権

＊次に掲げるものについては、専利権を付与しない。

① 科学的発見

② 知的活動の法則及び方法

③ 疾病の診断及び治療方法

④ 動物及び植物の品種

⑤ 原子核変換の方法により得られる物質

⑥ 平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せで主に標識に用いるデザイン

中国では、発明特許権、実用新案権、意匠権との間で、お互いに出願の

変更はできません。

製品、方法、又はその改良により出された新技術を保護する。

製品の形状、構造又はそれらの組合せにより創出された実用に適した新技術

を保護する。

製品の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せによ

り創作され、美感に富み、工業的応用に適した新デザインを保護する。
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第１節 専利権（発明専利、実用新案専利、外観設計専利）の取得



説明 

２ 登録要件

従来の技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をい

います。新規性の判断基準には、以下の二つの情況があります。

① 出願日 優先権日を含め が 年 月 日以前の出願は、文献が世界公知公用を

認めるが、文献以外は国内公知公用のみ認める。

② 年 月 日以降の出願の場合、文献、文献以外も世界公知公用を認める。

発明特許、実用新案 

新規性とは、その発明又は実用新案が従来の技術に該当せず、かつ、いかなる機

関、組織、個人により出願日前に国務院専利行政部門に出願されかつ出願日後に

公開された専利出願書類又は公告された専利書類には、同一の発明又は実用新案

が記載されていないことをいう。なお、日本と異なり絶対新規性である。

発明特許に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が突出した実質的

特徴及び顕著な進歩を有していることをいう。

実用新案に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その実用新案が実質的特徴

及び進歩を有していることをいう。

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ

積極的な効果を生じるものであることをいう。
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説明 

２ 登録要件

従来の技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をい

います。新規性の判断基準には、以下の二つの情況があります。

① 出願日 優先権日を含め が 年 月 日以前の出願は、文献が世界公知公用を

認めるが、文献以外は国内公知公用のみ認める。

② 年 月 日以降の出願の場合、文献、文献以外も世界公知公用を認める。

発明特許、実用新案 

新規性とは、その発明又は実用新案が従来の技術に該当せず、かつ、いかなる機

関、組織、個人により出願日前に国務院専利行政部門に出願されかつ出願日後に

公開された専利出願書類又は公告された専利書類には、同一の発明又は実用新案

が記載されていないことをいう。なお、日本と異なり絶対新規性である。

発明特許に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が突出した実質的

特徴及び顕著な進歩を有していることをいう。

実用新案に関する進歩性とは、従来の技術に比べて、その実用新案が実質的特徴

及び進歩を有していることをいう。

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ

積極的な効果を生じるものであることをいう。

説明 

３ 登録までの詳細な手続き

出願ルート

パリルート

外国基礎出願の優先権が享有できること。

期限：発明特許、実用新案：優先日 基礎出願の出願日 から ヶ月以内

意匠：優先日 基礎出願の出願日 から ヶ月以内。

ルート

つの出願 発明特許と実用新案のみ を多国に出願したい場合、まず

が指定している官庁 例

えば、日本特許庁、中国特許庁 に 出願を提出して、その後、 加盟

国に移行すること。中国への移行期限：優先日から ヶ月以内、 ヶ月の

移行期限に間に合わない場合、 ヶ月の延長が可能 追加料金が必要 。

直接出願 発明特許、実用新案、意匠を直接中国に出願すること。

上記 つの出願ルートの出願期限及び中国での出願手続きは、異なり

ますが、出願後の手続きなどは同様です。具体的な手続きは、出願対応

によって異なりますので、発明特許、実用新案、意匠出願の手続きにつ

いて、下記のフローチャートをご参照ください。

意匠 
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（発明特許）

権利回復 

登録手続き期限：

特許査定受領日＋ ヶ月間

 
 

却下 

応答期限：

通知受領日＋ ヶ月間

 
 

出願日 優先日 から ヶ月

 

期限：通知受領日＋ ヶ月間

手続き：請求手続きと費用

１回に限り１ヶ月もしくは

ヶ月の延長が可能

 

方式審査 

特
許
性
あ
り 

 

合

格 

格 格 特
許
性
無
し 

 

合

格 

格 格 未
応
答 

 

合

格 

格 格 

特許査定 

拒絶査定 

不服審判 

みなし取下

げ 

登録手続き、登録公告 

通常、登録手続きが行ってから 2
～3 ヶ月間で登録公告される 
 

合
格 

合
格 

合
格 

合格 格 格 合
格 

格 格  

方式審査合格通知書 

公開 

実体審査 

実体審査請求

期限：出願日 優先日 から 年

手続き：請求手続きと費用納付

第 1 回拒絶理由 

第 N 回拒絶理由 

応答期限：

通知受領日＋ ヶ月間

１回に限り１ヶ月もしくは ヶ

月の延長が可能

ルート： ヶ月程

パリルート： 週間程

不備 不備 不備 

出願 移行

受理 出願番号付与

出願料金の納付 

補正 拒絶査定 
 
 
 

 
 
 
合 格 

格 
 

 
 
格 

 
 
合格 
合格 

合  
 

 
 
通知受領

日＋4ヶ月

間 
 

 
 

32 ヶ月の

延長可能

(追加料金) 

不服審判 

補正せず 

期限：出願日から ヶ月 

申請期限：拒絶査

定後 ヶ月以内
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（発明特許）

権利回復 

登録手続き期限：

特許査定受領日＋ ヶ月間

 
 

却下 

応答期限：

通知受領日＋ ヶ月間

 
 

出願日 優先日 から ヶ月

 

期限：通知受領日＋ ヶ月間

手続き：請求手続きと費用

１回に限り１ヶ月もしくは

ヶ月の延長が可能

 

方式審査 

特
許
性
あ
り 

 

合

格 

格 格 特
許
性
無
し 

 

合

格 

格 格 未
応
答 

 

合

格 

格 格 

特許査定 

拒絶査定 

不服審判 

みなし取下

げ 

登録手続き、登録公告 

通常、登録手続きが行ってから 2
～3 ヶ月間で登録公告される 
 

合
格 

合
格 

合
格 

合格 格 格 合
格 

格 格  

方式審査合格通知書 

公開 

実体審査 

実体審査請求

期限：出願日 優先日 から 年

手続き：請求手続きと費用納付

第 1 回拒絶理由 

第 N 回拒絶理由 

応答期限：

通知受領日＋ ヶ月間

１回に限り１ヶ月もしくは ヶ

月の延長が可能

ルート： ヶ月程

パリルート： 週間程

不備 不備 不備 

出願 移行

受理 出願番号付与

出願料金の納付 

補正 拒絶査定 
 
 
 

 
 
 
合 格 

格 
 

 
 
格 

 
 
合格 
合格 

合  
 

 
 
通知受領

日＋4ヶ月

間 
 

 
 

32 ヶ月の

延長可能

(追加料金) 

不服審判 

補正せず 

期限：出願日から ヶ月 

申請期限：拒絶査

定後 ヶ月以内

説明 中国では、通常の上記の手続きの他に、必要な書類を提出する必要があ

ります。なお、下記のような特別な手続きと特別な制度があります。詳細

は、下表をご参照ください。

特許出願必要書類

① 願書 ② 明細書 ③ 特許請求の範囲 ④ 要約書 ⑤ 図面  

⑥ 選択図 ⑦ 優先権証明書類 ⑧ 専利事務所に対する委任状 

出願における特別な手続き

出願の中国国内移行時、出願タイプとして、発明特許又は実用新案出願の一方しか選

択できない。 出願には、後に紹介する特実併願出願が適用されない。

早期審査

中国には、早期審査制度は存在しない。

通常、出願から登録まで ～ 年かかる。審査を早めるために、以下の手続きが考えられる。

① 出願と同時に実体審査請求をすること

② 早期公開を請求すること

③ 制度 を利用すること

出願人は、日本出願を基礎とした日中間の専利審査ハイウェイ（以下、「 」という）プ

ログラムに基づいて、一定の申請要件を満たす中国国家知識産権局への出願につき、関連

する書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請することができる。

④ 拒絶理由通知に効果的に応答すること

⑤ 出願手続きの完備を確保すること

自発補正の時期

中国国内移行時（ 出願の場合）

審査請求時、審査に入る旨の通知書を受領してから ヶ月以内

情報提供制度

専利出願の公開日から専利権の付与を公告する日までの間に、「専利法」の規定に合致し

ていない専利出願に対し、何人も国務院専利行政部門に情報を提供し、且つ理由を説明す

ることができる。審査官は、専利査定するまでの間に、公衆より提供された先行技術や関

連資料を受け取った場合、これら資料を参考にしなくてはならない。

41

第１節 専利権（発明専利、実用新案専利、外観設計専利）の取得



（実用新案）

上記の手続きを行う場合、下記の書類を提出する必要があります。

出願必要書類

① 願書 ② 明細書 ③ 請求の範囲  

④ 要約書 ⑤ 図面 ⑥ 選択図  

⑦ 優先権証明書類 ⑧ 専利事務所に対する委任状 

却下 

登録手続き期限： 
登録査定受領日＋2ヶ月間 

 
 

合
格 

格 格 

方式審査 

通常、登録手続きを行ってから

2～3 ヶ月間で登録公告される 
 

出願 移行

受理 出願番号付与

ルート： ヶ月程

パリルート： 週間程

出願料金の納付 

合
格 

合
格 

合
格 

合

格 
格 格 

補正 
不備 

登録査定通知書 

不備 不備 
 拒絶査定 

不服審判 

補正せず 

登録手続き、登録公告 

期限：出願日から ヶ月以内
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（実用新案）

上記の手続きを行う場合、下記の書類を提出する必要があります。

出願必要書類

① 願書 ② 明細書 ③ 請求の範囲  

④ 要約書 ⑤ 図面 ⑥ 選択図  

⑦ 優先権証明書類 ⑧ 専利事務所に対する委任状 

却下 

登録手続き期限： 
登録査定受領日＋2ヶ月間 

 
 

合
格 

格 格 

方式審査 

通常、登録手続きを行ってから

2～3 ヶ月間で登録公告される 
 

出願 移行

受理 出願番号付与

ルート： ヶ月程

パリルート： 週間程

出願料金の納付 

合
格 

合
格 

合
格 

合

格 

格 格 

補正 
不備 

登録査定通知書 

不備 不備 
 拒絶査定 

不服審判 

補正せず 

登録手続き、登録公告 

期限：出願日から ヶ月以内

（意匠）

上記の手続きを行う場合、下記の書類を提出する必要があります。

出願必要書類

① 願書 ② 図面又は写真 ③ 意匠の簡単な説明  

④ 優先権証明書類 ⑤ 専利事務所に対する委任状 

却下 

登録手続き期限：

登録査定受領日＋ ヶ月間

 
 

拒絶査定 

不服審判 

出願 

受理 出願番号付与

出願料金の納付 

方式審査 

合

格

合
格 

合
格 

合格 格 格 

補正 
不備 

登録査定通知書 

合
格 

格 格 

不備 不備 
補正せず 

登録手続き、登録公告 

通常、登録手続きを行ってから

～ ヶ月間で登録公告される

 

期限：出願日から 2 ヶ月以内 
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説明 

説明 ① 実用新案と意匠出願の自発補正について、説明します。

出願人は、出願日より ヶ月以内に、実用新案と意匠出願を自発的に

補正（中国語「修改」）することができます。書類の補正は、実用新案の場合、元の明

細書又は請求項の範囲を超えてはならず、意匠の場合、元の画像又は写真で表示した範

囲を超えてはなりません。

② 実用新案と意匠は、無審査であるため、安定的な権利を取得するために、出願前

に綿密に調査を行うことを勧めます。新規性や進歩性がない場合、登録しても、他人に

無効審判請求を提起される可能性があり、権利が不安定になります。

存続期間と権利の維持

存続期間とは、発明特許、実用新案及び意匠の権利存続期間をいいます。

具体的には、下記のとおりです。

① 発明特許の場合、出願日から 年 出願日も算入 です。

② 実用新案・意匠の場合、出願日から 年 出願日も算入 です。

上記の発明特許、実用新案、意匠の存続期間は、いずれも延長すること

ができません。

また、権利者は、権利を維持するために、登録となった発明特許、実用新案、意匠に、

毎年年金を納付しなければなりません。

年 月 日以降に専利権付与の登録手続きを行う場合、出願係属中の年金支払い

維持年金 は不要となりました。

拒絶対応

拒絶対応とは、専利出願が拒絶査定になった場合、拒絶査定を取消すため

に、出願人が不服審判請求を提起することができることをいいます。
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説明 

説明 ① 実用新案と意匠出願の自発補正について、説明します。

出願人は、出願日より ヶ月以内に、実用新案と意匠出願を自発的に

補正（中国語「修改」）することができます。書類の補正は、実用新案の場合、元の明

細書又は請求項の範囲を超えてはならず、意匠の場合、元の画像又は写真で表示した範

囲を超えてはなりません。

② 実用新案と意匠は、無審査であるため、安定的な権利を取得するために、出願前

に綿密に調査を行うことを勧めます。新規性や進歩性がない場合、登録しても、他人に

無効審判請求を提起される可能性があり、権利が不安定になります。

存続期間と権利の維持

存続期間とは、発明特許、実用新案及び意匠の権利存続期間をいいます。

具体的には、下記のとおりです。

① 発明特許の場合、出願日から 年 出願日も算入 です。

② 実用新案・意匠の場合、出願日から 年 出願日も算入 です。

上記の発明特許、実用新案、意匠の存続期間は、いずれも延長すること

ができません。

また、権利者は、権利を維持するために、登録となった発明特許、実用新案、意匠に、

毎年年金を納付しなければなりません。

年 月 日以降に専利権付与の登録手続きを行う場合、出願係属中の年金支払い

維持年金 は不要となりました。

拒絶対応

拒絶対応とは、専利出願が拒絶査定になった場合、拒絶査定を取消すため

に、出願人が不服審判請求を提起することができることをいいます。

（不服審判）
官庁手数料納付期限 
不服審判請求日から 1 ヶ月以内 不服審判請求 

方式審査 

合
格 

合
格 

合
格 

合

格 

格 格 

補正 
不備 

受理通知書 
 

合
格 

格 格 
不備 

補正せず 

拒絶査定取り消し 

不服審判通知書 

却下 

拒絶査定通知書の受領日

から 3 ヶ月以内 

審決取消訴訟 

拒絶査定維持 

実体審査に戻り 

前置審査 

合議体による審判 

応答 

不服審判審決

¥¥引決 

拒絶査定維持 拒絶査定取り消し 
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無効審判請求制度

無効審判請求制度とは、登録された発明特許、実用新案、意匠について、い

かなる機関又は組織又は個人もその専利権の付与が本法の規定に合致しないと

認めたときは、専利審判委員会にその発明特許、実用新案、意匠の無効審判を

請求することができるという制度です。

（無効審判）

請求人側に新しい証拠が無い

場合、答弁しなくてもよい 

同じく不備について、

回の補正を経ても解消で

きない場合、無効審判請

求が却下される

権利者側が証拠を提出しない

場合、答弁しなくてもよい 
クレームの訂正は可能だが、

削除と併合しかできない 

官庁手数料納付期限：

無効審判請求日から ヶ月以内

却下 

ヶ月ほど

～ ヶ月

～ ヶ月

無効審判請求の提起 
 

方式審査 

合
格 

合
格 

合
格 

合

格 
格 格 

補正 
不備 

受理通知書 
権利者側に無効審判書類を送達 

合
格 

格 格 

不備 
補正せず 

無効理由や証拠に対する答弁 
（権利者側） 

口頭審理 

無効審判審決書 

権利者側の答弁に対する反論 
（請求人側） 

請求日から ヶ月以内、

証拠と無効理由を補充

することが可能

審決取消訴訟 

全部無効 

一部無効 

全部有効 
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無効審判請求制度

無効審判請求制度とは、登録された発明特許、実用新案、意匠について、い

かなる機関又は組織又は個人もその専利権の付与が本法の規定に合致しないと

認めたときは、専利審判委員会にその発明特許、実用新案、意匠の無効審判を

請求することができるという制度です。

（無効審判）

請求人側に新しい証拠が無い

場合、答弁しなくてもよい 

同じく不備について、

回の補正を経ても解消で

きない場合、無効審判請

求が却下される

権利者側が証拠を提出しない

場合、答弁しなくてもよい 
クレームの訂正は可能だが、

削除と併合しかできない 

官庁手数料納付期限：

無効審判請求日から ヶ月以内

却下 

ヶ月ほど

～ ヶ月

～ ヶ月

無効審判請求の提起 
 

方式審査 

合
格 

合
格 

合
格 

合

格 

格 格 

補正 
不備 

受理通知書 
権利者側に無効審判書類を送達 

合
格 

格 格 

不備 
補正せず 

無効理由や証拠に対する答弁 
（権利者側） 

口頭審理 

無効審判審決書 

権利者側の答弁に対する反論 
（請求人側） 

請求日から ヶ月以内、

証拠と無効理由を補充

することが可能

審決取消訴訟 

全部無効 

一部無効 

全部有効 

説明 

無効審判提起の手続き及び関連問題について、下記のとおり説明します。

無効審判手続き

請求人

① 何人も提起可能（ダミーで提起可能）

② 侵害訴訟の中止を目的にして無効審判請求を提出する場合、

無効審判請求人の名義は訴訟の被告と一致しなければならない。

提出期限 対象発明特許・実用新案・意匠の公告日から権利満了日までの何時でもよい。

提出書類 ① 無効審判請求書 ② 証拠 ③ 委任状

口頭審理 審理方式の一種、大切な意見陳述の機会、十分に準備する必要がある。

新しい理由および証拠の提出期限

無効審判請求の提出日から１ヶ月以内

外国からの証拠の提出形式

外国の専利文献以外は、所在国の公証機関の公証を受けたうえ、当該国にある中国大使（領事）

館の認証を経なければならない。

無効審判決定

専利審判委員会が審理の上、無効審判請求の決定を言い渡す。通常、「全部無効」「一部無効」

「全部有効」の つがある。

無効審決の効力と遡及力

無効決定された専利権は、始めから存在しなかったものとみなされる。専利権無効の決定前に

裁判所が言い渡し、かつすでに執行した専利権侵害の判決など、ならびにすでに履行された専

利実施許諾契約及び専利権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、専利権者の悪

意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。

無効審判手続きにおいて、クレームの訂正を要求することができます。

訂正の方法は、併合による訂正及び削除による訂正の二つの方法があり

訂正可能な期限は下記のとおりです。

① 無効審判請求書に対して応答するとき。

② 請求人が追加した無効理由又は証拠に対して応答するとき。

③ 専利審判委員会が導入した請求人の提出しなかった無効理由又は証拠に対して

応答するとき。
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関連行政訴訟手続き

上訴

送達、答弁、合議体
構成、開廷審理など

二審判決

一審判決の受領日より 日以内

こられの手続きは一審と基本
的には同じである

 

一審判決

被告の答弁状を原告に送達

 

開廷審理

被告が答弁状を提出しなく

ても、案件の審理に影響なし

提訴

不受理 受理

 日以内

 

受理しない場合、
上訴を提起できる 

訴訟の撤回 審理訴訟を棄却

原告の訴状謄本を被告に送達

被告が答弁状を提出

日以内

 

５日以内

訴訟の撤回は判決を言い渡す前に可能であ

るが、許可するか否かは裁判所の判断次第

訴状謄本の受領日から 日以内

答弁状の受領日から 日以内

開廷審理の 日前に、召換状を発

行し、当事者双方に通知する
忌避申請可能

審決の受領日から ヶ月以内
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関連行政訴訟手続き

上訴

送達、答弁、合議体
構成、開廷審理など

二審判決

一審判決の受領日より 日以内

こられの手続きは一審と基本
的には同じである

 

一審判決

被告の答弁状を原告に送達

 

開廷審理

被告が答弁状を提出しなく

ても、案件の審理に影響なし

提訴

不受理 受理

 日以内

 

受理しない場合、
上訴を提起できる 

訴訟の撤回 審理訴訟を棄却

原告の訴状謄本を被告に送達

被告が答弁状を提出

日以内

 

５日以内

訴訟の撤回は判決を言い渡す前に可能であ

るが、許可するか否かは裁判所の判断次第

訴状謄本の受領日から 日以内

答弁状の受領日から 日以内

開廷審理の 日前に、召換状を発

行し、当事者双方に通知する
忌避申請可能

審決の受領日から ヶ月以内

説明 上記の行政訴訟の手続きについては、要点のみを下記のとおり説明しま

す。

提訴期限 

法律によれば、審決に不服の場合、受取日から ヶ月以内に審決取消訴訟を提起すること

ができる。専利審判委員会の審決、又は商標審判委員会の決定、裁定に対して、行政訴訟

を提起した場合、その管轄裁判所は、北京市の北京第一裁判所になる。

提訴に必要な書類

提訴の際に、下記の書類を提出しなければならない。

所在国で公証・認証された授権委任状、法人代表者の身分証明書、現在事項全部証明書及

びこれらの中国語訳文が必要である。行政訴状も同時に提出する必要がある。

裁判所の受理

裁判所は行政訴状を受領後、審査したうえ、受理条件を満たしていると認めた場合、 日

以内に事件を受理し、原告に通知する。受理条件を満たしていないと認めた場合、 日以

内に事件を受理しないことを裁定する。実務においては、裁判所が取り扱う事件数によっ

ては、 ヶ月後に受理される場合もある。

被告の答弁

被告は、訴状の副本の受領日から 日以内に答弁状を提出することができる。裁判所は、

被告の答弁状を受取った日から 日以内に原告に転送する。被告が答弁状を提出しなくて

も、事件の審理に影響を及ぼさない。実務においては、答弁状を提出しない事例もたくさ

んある。

開廷審理

法律規定により、裁判所は、事件を受理した後、 ヶ月以内に結審する。また、裁判所が

開廷の 日前に開廷の時間、場所などを召喚状にて当事者に通知する。開廷時、代理人は、

開廷審理に出頭して対応できるが、主に法廷調査、法廷弁論などを行う。

傍聴

中国では、公開審理のため、第三者が傍聴することができる。外国人が傍聴する場合、事

前に裁判所へ傍聴手続きを申請する必要がある。また、その手続きのため、外国上の
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ビザが必要である。Ｆビザとは、中国企業の要請による中国へ訪問、考察、交流、講演、

ビジネスなどをするビザである。

書面代理意見の提出

開廷審理後、代理人は書面にて代理意見を作成し、裁判所に提出する。この代理意見は通

常、開廷後 週間以内に書面代理意見を提出する。書面代理意見を提出することにより、

自分が主張したい内容をまとめて裁判所へ陳述することができる。

一審判決の言渡し

通常、開廷審理後から ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれ

ば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長することができる。

上訴の提起

判決書の受領日から 日以内に、当事者は上訴を提起することができる。上訴状につい

ては、一審裁判所を通じて上訴裁判所に提出する。また、中国国内に住所を有しない外国

当事者は、 日以内に上訴を提起することができる。

上訴判決の言渡し

二審の審理の流れは、基本的に一審と同じであるが、二審裁判所は、原判決の認定事実が

明確で、適用法律が正確であると認めた場合、上訴を却下し、原判決を維持するが、反対

に、原判決の認定事実は明確であるが、適用法律が間違っていると認めた場合、原判決を

破棄し、自判する。原判決の認定事実が明確ではなく、証拠が不十分で、又は法定手続き

に違反しているため、事件の判断に影響を与えた場合、原審裁判所に差し戻すことができ、

事実を判明したうえ、原審裁判所が改めて判決を言渡すこともできる。

原告又は上訴人の主張を裁判所が認めた場合、専利審判委員会は、改めて新たな審決を下

す。

再審

中国の裁判は、二審制であるため、二審判決が最終的な判決となる。当事者は、法的効力

の生じた判決及び裁定に明確な誤りがあると認めたときは、 年以内に最高裁判所に再審

を請求することができる。ただし、判決及び裁定は、その執行を停止しない。
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ビザが必要である。Ｆビザとは、中国企業の要請による中国へ訪問、考察、交流、講演、

ビジネスなどをするビザである。

書面代理意見の提出

開廷審理後、代理人は書面にて代理意見を作成し、裁判所に提出する。この代理意見は通

常、開廷後 週間以内に書面代理意見を提出する。書面代理意見を提出することにより、

自分が主張したい内容をまとめて裁判所へ陳述することができる。

一審判決の言渡し

通常、開廷審理後から ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれ

ば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長することができる。

上訴の提起

判決書の受領日から 日以内に、当事者は上訴を提起することができる。上訴状につい

ては、一審裁判所を通じて上訴裁判所に提出する。また、中国国内に住所を有しない外国

当事者は、 日以内に上訴を提起することができる。

上訴判決の言渡し

二審の審理の流れは、基本的に一審と同じであるが、二審裁判所は、原判決の認定事実が

明確で、適用法律が正確であると認めた場合、上訴を却下し、原判決を維持するが、反対

に、原判決の認定事実は明確であるが、適用法律が間違っていると認めた場合、原判決を

破棄し、自判する。原判決の認定事実が明確ではなく、証拠が不十分で、又は法定手続き

に違反しているため、事件の判断に影響を与えた場合、原審裁判所に差し戻すことができ、

事実を判明したうえ、原審裁判所が改めて判決を言渡すこともできる。

原告又は上訴人の主張を裁判所が認めた場合、専利審判委員会は、改めて新たな審決を下

す。

再審

中国の裁判は、二審制であるため、二審判決が最終的な判決となる。当事者は、法的効力

の生じた判決及び裁定に明確な誤りがあると認めたときは、 年以内に最高裁判所に再審

を請求することができる。ただし、判決及び裁定は、その執行を停止しない。

専利権評価報告（実用新案と意匠）

中国では、実用新案と意匠は、何れも方式審査のみであり、権利の安定性が

保証されていません。 年の第２次「専利法」改正時に「実用新案専利権検

索報告制度」が導入され、その後、 年の第 次「専利法」改正では、同検索

報告制度の内容を若干改正すると同時に、「専利権検索報告」の名称を「専利権評価報

告」に変更しました。

国家知識産権局に専利権評価報告の発行を請求できる時期 

実用新案権又は意匠権付与決定が公告された後 

意匠については、出願日(優先権主張の場合、優先日を指す)が 2010 年 2 月 1 日以降のものし

か、専利権評価報告を請求することができない。 

専利権評価報告の作成を請求する主体 

専利権者又は利害関係者は、国家知識産権局に専利権評価報告の作成を請求することができ

る。そのうち、利害関係者とは、「専利法」第 60 条の規定に基づき、専利権侵害紛争につい

て、裁判所に訴訟を提起し、又は専利業務管理部門に取締りを請求する権利を有する者をい

う。たとえば、独占実施許諾契約の被許諾者、専利権者に権利行使の権利を付与された通常

実施許諾契約の被許諾者などが挙げられる。当該規定は、被疑侵害者が「専利法」に規定さ

れている「利害関係者」に該当しないことを意味する。 

ただし、評価報告書が作成された後、誰でもその内容を閲覧、コピーすることができる。 

専利権評価報告に係る内容及び作成方式 

2008 年に改正された「専利法」において、以前の実用新案のみに係る検索報告は、実用新案

と意匠の両方に係る専利権評価報告に改正されたが、当該改正では、報告の名称を変更した

だけではなく、報告に係る専利権の類型も拡大され、かつ同報告に係る内容が追加された。「専

利法」には、国家知識産権局は検索・分析と評価を行ったうえ、専利権評価報告を作成しな

くてはならないと規定している。 

「専利法」及び「専利審査基準 2010」の規定によれば、専利権評価報告は、引例と本件特許

との関連度を示す部分と、本件専利が「専利法」及びその「実施細則」に規定する登録要件

を満たしているか否かに関する説明部分とを含んでいる。実用新案権の評価報告において、

その表には公知文献調査の分野、データベース及び使用した基本的な検索要素と表現形態（キ
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ーワードなど）、調査で見つかった公知文献及び公知文献と出願主題との関連度などが明確に

記載されている。また。説明部分には専利権評価の結論が記載されている。「専利法」及びそ

の「実施細則」に規定されている登録要件を満たしていない実用新案については、具体的な

評価説明が記載され、結論が明示されるとともに、必要に応じて公知文献が引用されている。

たとえば、新規性及び又は進歩性を有さないクレームについて、審査官は、逐一に評価すべ

きであり、多数項従属クレームについては、異なるクレームに従属する場合の組合せ考案に

ついてそれぞれ評価し、選択肢を含むクレームについては、各選択肢による考案についてそ

れぞれ評価しなくてはならない。 

専利権評価報告の性質と役割 

2008 年に改正された「専利法」において、専利権評価報告について「専利権侵害紛争を審理・

処理する際の証拠となる」と明確に規定された。 

専利権評価報告には、以下のような 3 つの役割がある。 

① 報告により、専利権者が自己の実用新案・意匠権の有効性について初歩的な判断ができ、

専利権の法的安定性について正確に認識できるため、侵害訴訟を提起すべきかどうかをより

確実に把握できる点。 

② 権利侵害訴訟の裁判において、専門技術に関する知識の観点から作成された実用新案権

評価報告は、裁判所が審理の参考にすることができる点。 

③ 被疑侵害者が答弁期間内に専利権の無効審判請求をした場合、裁判所又は専利業務管理

部門が侵害紛争の審理又は調査を停止すべきか否かを判断するための根拠となる点。 

また、関係機関が若干の手続きにおいて、専利権評価報告を要求することもある。例えば、

知財権を税関登録する際に、税関に専利権評価報告を提出しなければならない。 

権利出願戦略

発明特許出願は実体審査を経なければならないので、出願から権利化までには少なく

とも 年近くの時間がかかります。これは、早期の商品化を目指す企業にとっては、頭

の痛い問題です。そのため、適当な出願対策をとることは、企業にとって非常に重要な

ことです。
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ーワードなど）、調査で見つかった公知文献及び公知文献と出願主題との関連度などが明確に

記載されている。また。説明部分には専利権評価の結論が記載されている。「専利法」及びそ

の「実施細則」に規定されている登録要件を満たしていない実用新案については、具体的な

評価説明が記載され、結論が明示されるとともに、必要に応じて公知文献が引用されている。

たとえば、新規性及び又は進歩性を有さないクレームについて、審査官は、逐一に評価すべ

きであり、多数項従属クレームについては、異なるクレームに従属する場合の組合せ考案に

ついてそれぞれ評価し、選択肢を含むクレームについては、各選択肢による考案についてそ

れぞれ評価しなくてはならない。 

専利権評価報告の性質と役割 

2008 年に改正された「専利法」において、専利権評価報告について「専利権侵害紛争を審理・

処理する際の証拠となる」と明確に規定された。 

専利権評価報告には、以下のような 3 つの役割がある。 

① 報告により、専利権者が自己の実用新案・意匠権の有効性について初歩的な判断ができ、

専利権の法的安定性について正確に認識できるため、侵害訴訟を提起すべきかどうかをより

確実に把握できる点。 

② 権利侵害訴訟の裁判において、専門技術に関する知識の観点から作成された実用新案権

評価報告は、裁判所が審理の参考にすることができる点。 

③ 被疑侵害者が答弁期間内に専利権の無効審判請求をした場合、裁判所又は専利業務管理

部門が侵害紛争の審理又は調査を停止すべきか否かを判断するための根拠となる点。 

また、関係機関が若干の手続きにおいて、専利権評価報告を要求することもある。例えば、

知財権を税関登録する際に、税関に専利権評価報告を提出しなければならない。 

権利出願戦略

発明特許出願は実体審査を経なければならないので、出願から権利化までには少なく

とも 年近くの時間がかかります。これは、早期の商品化を目指す企業にとっては、頭

の痛い問題です。そのため、適当な出願対策をとることは、企業にとって非常に重要な

ことです。
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中国では、実用新案出願は無審査なので、出願してから通常 ～ ヶ月で権利化する

ことができます。そのため、発明特許の高い権利安定性と実用新案の迅速な権利化とい

うメリットを組合わせれば、出願人にとってより一層有利になります。

したがって、権利の安定を確保するとともに権利化までの時間を短縮するために、特

実併願をすることが考えられます。かかる条文は以下のとおりです。

「専利法」第 条第 項：

同一の発明創作には つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に

同一の発明創作について実用新案と発明特許を出願する場合、先に取得した実用新案権

が消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新案権を放棄するという意思表明を行えば、

発明特許権を付与することができる。

「専利法実施細則」第 条第 項、第 項：

専利出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門

は出願人に指定期間内にその実用新案権を放棄する旨の声明を提出するように通知し

なければならない。出願人が放棄する旨の声明を提出した場合、国務院専利行政部門は

発明特許権を付与する決定をし、かつ発明特許権を付与することを公告する際に、当該

声明も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、国務院専利行政部門

は当該発明特許出願を拒絶しなければならない。出願人が期間を満了しても応答しなか

った場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。実用新案権は発明特許権を付

与することを公告した日から終止する。

上述の条文から見れば、改正「専利法」には、特実併願の条件および審査フローが明

文化されているとともに、実用新案放棄の発効日も改正前の「最初から権利が存在しな

い」から「実用新案権は発明特許権を付与することを公告した日から終止する」に改正

されています。すなわち、実用新案権を放棄する場合にも、同実用新案が登録された日

から専利特許権が付与される日までの間の権利は残るわけです。

したがって、特実併願を行い、発明特許権が付与される際に実用新案権を放棄する手

段が考えられます。
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第１節 専利権（発明専利、実用新案専利、外観設計専利）の取得



説明 

説明 

第２節 商標権の取得

保護対象

商標は、商品及び役務の出所を区別するための標識で、知的財産権（専利、

商標、著作権等）の重要な構成部分として、社会的·経済的活動の中で重要な役

割を果たしています。

「商標法」によれば、構成要素としては、文字商標、数字商標、図形商標、立体商

標、色彩組合せ商標及び上述の要素からなる結合商標に分けられています。日本語仮名

からなる商標は、中国において通常は図形商標とみなされます。

商標局の審査を経て登録された商標を登録商標といいます。登録商標

は、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標からなり、商標登録

権者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受けられます。

登録要件

登録される商標は、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りません。

以下の標識は商標として登録することができません。

① 単なる商品の通用名称、図形、記号にすぎないもの

② 単なる商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの

③ 顕著な特徴に欠けるもの

また、商標は、他人の登録商標と同一又は類似する商標及び他人の先行権利と抵触し

てはならず、国名、国旗、「赤十字」などと同一又は類似したもの、及び民族差別扱い

の性格を帯びたもの、県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名なども登録す

ることができません。
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第２章 中国での権利取得



説明 

説明 

第２節 商標権の取得

保護対象

商標は、商品及び役務の出所を区別するための標識で、知的財産権（専利、

商標、著作権等）の重要な構成部分として、社会的·経済的活動の中で重要な役

割を果たしています。

「商標法」によれば、構成要素としては、文字商標、数字商標、図形商標、立体商

標、色彩組合せ商標及び上述の要素からなる結合商標に分けられています。日本語仮名

からなる商標は、中国において通常は図形商標とみなされます。

商標局の審査を経て登録された商標を登録商標といいます。登録商標

は、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標からなり、商標登録

権者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受けられます。

登録要件

登録される商標は、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りません。

以下の標識は商標として登録することができません。

① 単なる商品の通用名称、図形、記号にすぎないもの

② 単なる商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの

③ 顕著な特徴に欠けるもの

また、商標は、他人の登録商標と同一又は類似する商標及び他人の先行権利と抵触し

てはならず、国名、国旗、「赤十字」などと同一又は類似したもの、及び民族差別扱い

の性格を帯びたもの、県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名なども登録す

ることができません。

登録までの詳細手続き

（商標）
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第２節 商標権の取得



 
 

10 

説明 

説明 

商標出願の主体は、自然人、法人又はその他の組織です。中国の自然

人の場合、自分が営業許可証を有した前提で、自分の名前で出願すると

いうことです。また、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

が中国で商標登録を出願する時、代理資格を有する代理組織（専利事務所）に出願手続

きを委任する必要があります。

存続期間と権利の維持

登録商標の有効期間は 年で、当該商標の登録日から起算します。

毎回の更新登録の有効期間も 年です。

登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、

期間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をすることができます。この期

間に出願することができないときは、 ヵ月の延長期間が与えられますが、

延長期間を満了して出願しないときは、その登録商標は取消されます。

拒絶対応

中国において、商標出願は方式審査を経た後、登録要件を満たしているか否

かの実体審査が行われます。登録要件を満たしている場合には、商標出願が予

備的査定を受けて、公告公報に掲載されます。登録要件を満たしていない場合

には、商標局は出願を拒絶し、出願人に拒絶理由を記した書面 「拒絶通知」という

で通知します。また、指定商品・役務の一部が登録要件を満たしていない場合、部分的

拒絶通知がなされます。

拒絶通知の対応策としては、出願人は拒絶通知に納得することができ

ず、権利化を望む場合には、拒絶通知の受領日から 日以内に、商標審

判委員会へ不服審判を請求することができます。

また、出願人が外国の法人又は自然人なら、不服審判は中国国内の商標代理機構に依

説明 
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第２章 中国での権利取得



 
 

10 

説明 

説明 

商標出願の主体は、自然人、法人又はその他の組織です。中国の自然

人の場合、自分が営業許可証を有した前提で、自分の名前で出願すると

いうことです。また、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

が中国で商標登録を出願する時、代理資格を有する代理組織（専利事務所）に出願手続

きを委任する必要があります。

存続期間と権利の維持

登録商標の有効期間は 年で、当該商標の登録日から起算します。

毎回の更新登録の有効期間も 年です。

登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、

期間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をすることができます。この期

間に出願することができないときは、 ヵ月の延長期間が与えられますが、

延長期間を満了して出願しないときは、その登録商標は取消されます。

拒絶対応

中国において、商標出願は方式審査を経た後、登録要件を満たしているか否

かの実体審査が行われます。登録要件を満たしている場合には、商標出願が予

備的査定を受けて、公告公報に掲載されます。登録要件を満たしていない場合

には、商標局は出願を拒絶し、出願人に拒絶理由を記した書面 「拒絶通知」という

で通知します。また、指定商品・役務の一部が登録要件を満たしていない場合、部分的

拒絶通知がなされます。

拒絶通知の対応策としては、出願人は拒絶通知に納得することができ

ず、権利化を望む場合には、拒絶通知の受領日から 日以内に、商標審

判委員会へ不服審判を請求することができます。

また、出願人が外国の法人又は自然人なら、不服審判は中国国内の商標代理機構に依

説明 

頼して行わなければなりません。その際、審判請求の勝算や拒絶通知への対応について、

予め中国現地の代理人と相談し、コメントをもらってから審判の要否を決めたほうが得

策だと思われます。

拒絶通知がなされた商標出願について、出願人が権利化を望まない場合には、応答せ

ずに放置しておけばよいです。

出願商標の指定商品のうち、一部の指定商品・役務のみにかかる部分的拒絶通知につ

いて、出願人がこれらの指定商品・役務の権利化を望まない場合には、応答せずに放置

しておいても、残りの指定商品・役務における登録を受けることができます。指定商品・

役務の削除手続きは必要ありません。

拒絶不服審判

不服審判の主張については、案件の具体的な状況によってそれぞれ違います。ここで、

主な拒絶理由への取りうる対策をいくつかご紹介します。

拒絶不服審判を請求

証拠補充手続き 

方式審査

実体審査

拒絶通知を受領

審決
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第２節 商標権の取得



説明 

説明 

まず、「公的権益に関する理由に抵触し、商標法第 条に違反した」

という拒絶理由について、第 条 項「県クラス以上の行政区画の地

名又は公知の外国地名は、商標とすることができない」に違反したという理由で拒絶

されるケースがよく見られます。出願商標が中国の県クラス以上の行政区

画の地名と同じではあるが、地名以外の意味もがあり、且つその意味は地

名としての意味よりインパクトが大きいことを主張することができます。

これに関連して、次の商標例があります。

例  (朝陽 ) 

「朝陽」は、中国遼寧省にある市を指します。一方、中国語において、

「朝陽」は、「朝日」という意味の固有名詞でもあります。ですから、中

国において、「朝陽」と言えば、「朝、東から昇る紅い太陽」を思い浮かべ

るのが普通だと思われます。  

なお、商標に含まれる地名と他の顕著な特徴を持つ標識とは、相互に独

立し、地名は出願人の所在地を如実に表す役割だけを果たすものだと、主

張することも可能です。

「識別力欠如で、第 条に違反した」という理由で拒絶された場

合には、次のようなことを主張して反論することが考えられます。

① 指定商品を取り扱う業界において、通用の記号や規格でなく、一般に使用されて

いないことを強調して、識別力が十分あると主張すること。

② 出願商標自体は、識別力が弱いが、大量の使用及び宣伝を通して自他商品を区別
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第２章 中国での権利取得



説明 

説明 

まず、「公的権益に関する理由に抵触し、商標法第 条に違反した」

という拒絶理由について、第 条 項「県クラス以上の行政区画の地

名又は公知の外国地名は、商標とすることができない」に違反したという理由で拒絶

されるケースがよく見られます。出願商標が中国の県クラス以上の行政区

画の地名と同じではあるが、地名以外の意味もがあり、且つその意味は地

名としての意味よりインパクトが大きいことを主張することができます。

これに関連して、次の商標例があります。

例  (朝陽 ) 

「朝陽」は、中国遼寧省にある市を指します。一方、中国語において、

「朝陽」は、「朝日」という意味の固有名詞でもあります。ですから、中

国において、「朝陽」と言えば、「朝、東から昇る紅い太陽」を思い浮かべ

るのが普通だと思われます。  

なお、商標に含まれる地名と他の顕著な特徴を持つ標識とは、相互に独

立し、地名は出願人の所在地を如実に表す役割だけを果たすものだと、主

張することも可能です。

「識別力欠如で、第 条に違反した」という理由で拒絶された場

合には、次のようなことを主張して反論することが考えられます。

① 指定商品を取り扱う業界において、通用の記号や規格でなく、一般に使用されて

いないことを強調して、識別力が十分あると主張すること。

② 出願商標自体は、識別力が弱いが、大量の使用及び宣伝を通して自他商品を区別

 

 

説明 

でき、識別力を有するように至ったこと。

③ 出願商標は、指定商品の特徴、品質などを直接に表示しているのではなく、暗示

的に表しているだけであること。

これに関連して、次の商標例があります。

例： 指定商品：練り歯磨き、シャンプー

「田七」は、抗ウイルス作用、抗コレステロール作用、抗腫瘍作用があるとされるサ

ンシチニンジン 漢方薬 の中国語表記です。サンシチニンジンを配合した練り歯磨き、

シャンプーにおいて、指定商品の原材料を直接表示しています。しかし、当該商標は普

通の印刷フォントではなく、手書きの字体です。しかも、当該商標は長期にわたる使用

と広範にわたる宣伝を通して、その出願人と唯一の対応関係が築き上げられたことが認

められて登録されています。

「他人の先願・先登録商標と類似商品における類似商標に該当し、

第 条に違反した」という理由で拒絶された場合には、両商標自体

の外観、称呼、観念の相違と指定商品・役務の用途、販売場所、原材料、消費者の相違

を分析して非類似を主張して、誤認・混同を起こさないことを反論することが考えられ

ます。

最近の審理スピードから見れば、拒絶不服審判の審理には通常、 ～ 年かかって

います。不服審判の審決に不服があれば、審決の受領日から 日以内に北京第一中等

裁判所に行政訴訟を提起することができます。

異議申立

出願商標は、中国商標局の方式審査と実体審査を経て、登録要件を満たした場合

は、予備的査定され、公告公報に出願公告されます。予備的査定された商標につい
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第２節 商標権の取得



て、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができます。

異議申立の要件

異議申立

人の適格

何人も異議を申し立てることができる。つまり、利害関係者のみならず、

他の自然人でも法人でも、適切な理由があれば、商標局に異議申立の提

出が可能である。

異議申立

の対象

予備的査定され、公告された商標でなければならない。未出願の商標、

方式又は実体審査中の商標、登録済みの商標は、異議申立の対象になら

ない。

異議申立

の期限

予備的査定公告日から ヵ月以内に提出しなければならない。期日延長

申請は不可能である。例えば、予備的査定公告日が 年 月 日で

あれば、 年 月 日までに異議申立を提出しなければならない。

費用 異議申立人は、 件の異議申立につき 人民元（約 万 千円）を商

標局に納付しなければならない。

提出必要な書類

異議を申し立てる者（異議申立人）は、通常、下記の書類一式について、それぞれ正本

と副本の二部を用意しなければならない。正本は、審査官審査用のもので、副本は、被

異議申立人に送付されるものである。

① 商標異議申立書（異議申立人と被異議申立人の名称・住所、被異議申立人の情報、

公告公報の発行号数、異議申立の事実と理由など明記する必要がある）

② 異議申立に係る「商標公告」の写し

③ 委任状（異議申立を商標代理機構に委託して行なう場合）

④ 当該異議申立に関連する証拠資料

⑤ 「馳名商標認定申請材料の摘要」（馳名商標認定申請の場合のみ）

注：上述の⑤「馳名商標認定申請材料の摘要」は、商標局に要求されたフォーマットで

記入する必要がある。その内容は、主に、認定申請する馳名商標が被異議申立商標の出

願日前の 年間の概要状況（①当該商標の国内外の登録・出願リスト、②被異議申立商

標前の 年間に当該商標が新聞、雑誌、テレビ、戸外広告で投入された費用の統計デー
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て、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができます。

異議申立の要件

異議申立

人の適格

何人も異議を申し立てることができる。つまり、利害関係者のみならず、

他の自然人でも法人でも、適切な理由があれば、商標局に異議申立の提

出が可能である。

異議申立

の対象

予備的査定され、公告された商標でなければならない。未出願の商標、

方式又は実体審査中の商標、登録済みの商標は、異議申立の対象になら

ない。

異議申立

の期限

予備的査定公告日から ヵ月以内に提出しなければならない。期日延長

申請は不可能である。例えば、予備的査定公告日が 年 月 日で

あれば、 年 月 日までに異議申立を提出しなければならない。

費用 異議申立人は、 件の異議申立につき 人民元（約 万 千円）を商

標局に納付しなければならない。

提出必要な書類

異議を申し立てる者（異議申立人）は、通常、下記の書類一式について、それぞれ正本

と副本の二部を用意しなければならない。正本は、審査官審査用のもので、副本は、被

異議申立人に送付されるものである。

① 商標異議申立書（異議申立人と被異議申立人の名称・住所、被異議申立人の情報、

公告公報の発行号数、異議申立の事実と理由など明記する必要がある）

② 異議申立に係る「商標公告」の写し

③ 委任状（異議申立を商標代理機構に委託して行なう場合）

④ 当該異議申立に関連する証拠資料

⑤ 「馳名商標認定申請材料の摘要」（馳名商標認定申請の場合のみ）

注：上述の⑤「馳名商標認定申請材料の摘要」は、商標局に要求されたフォーマットで

記入する必要がある。その内容は、主に、認定申請する馳名商標が被異議申立商標の出

願日前の 年間の概要状況（①当該商標の国内外の登録・出願リスト、②被異議申立商

標前の 年間に当該商標が新聞、雑誌、テレビ、戸外広告で投入された費用の統計デー

タ、宣伝範囲など、③被異議申立商標前の 年間に当該商標を使用する商品・サービス

の販売高、利潤、販売地域、同業界のランキングなど、④申請人の企業発展の歴史、経

営範囲、資本金、経営状況などの概要紹介、⑤その他の証明書類、例えば、当該商標の

受賞証明、馳名商標として保護を受けた記録などを含む）である。

異議申立の理由

①「商標法」第 条の使用禁止規定：国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又

は類似のもの、誇大に宣伝し、かつ欺瞞性を帯びたもの、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、県クラス以上の行政区画

の地名又は公知の外国地名などは、商標とすることができない。

②「商標法」第 条による不登録事由：立体標章を商標出願する場合、単にそ

の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不可欠な形

状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状である場合に

は、これを登録してはならない。

③「商標法」第 条による不登録事由：その商品の単なる通用名称、図形、型

番にすぎないもの、単なる商品の品質、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するにすぎないもの、及びその他の顕著

な識別力に欠けるものは、商標として登録することができない。

④「商標法」第 、 条にいう先行権利との抵触：他人の同一又は類似の商品に

ついて、既に登録され又は出願された商標と同一又は類似するときは、商

標局は出願を拒絶する。

⑤「商標法」第 条にいう馳名商標の権益を侵害：同一又は類似の商品について

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、かつ同馳名商標と容易に混同を生じさせる場合

には、その登録を拒絶し、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出願した商標が、中国ですでに登録さ

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、かつ公

衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登

録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑥「商標法」第 条にいう他人の先行権利を侵害：ここにいう「先行権利」は、
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説明 

通常、著作権、商号権、氏名権、肖像権、意匠権などを指す。

⑦「商標法」第 条にいう悪意による先取り：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登録してはならない。

⑧「商標法」第 条にいう代理人又は代表者の悪意出願：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について

登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合に

は、その出願を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑨「商標法」第 条にいう商品の地理的表示による誤認や混同：地理的表示を含む

商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認

させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

（異議申立）

異議申立人は、予備的査定公告された商標に対して商標局に異議申

立を提出してから、方式審査を受けます。また、被異議申立人には、

答弁のチャンスが与えられます。

異議申立

方式審査

被異議申立人の答弁

実体審査

予備的査定公告

異議決定
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説明 

通常、著作権、商号権、氏名権、肖像権、意匠権などを指す。

⑦「商標法」第 条にいう悪意による先取り：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登録してはならない。

⑧「商標法」第 条にいう代理人又は代表者の悪意出願：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について

登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合に

は、その出願を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑨「商標法」第 条にいう商品の地理的表示による誤認や混同：地理的表示を含む

商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認

させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

（異議申立）

異議申立人は、予備的査定公告された商標に対して商標局に異議申

立を提出してから、方式審査を受けます。また、被異議申立人には、

答弁のチャンスが与えられます。

異議申立

方式審査

被異議申立人の答弁

実体審査

予備的査定公告

異議決定

「商標法」第 条第 項には、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、決定を下さなくてはならない

と規定されています。

決定によれば、異議申立の理由が成立したときは、被異議申立商標の登録は認められ

ず、異議申立の理由が成立しないときは、被異議申立商標の登録を認め、商標登録証を

発行し、その旨を公告します。この場合、登録商標の存続期間の起算日は、予備的査定

公告日から ヵ月が満了した日とします。

現在、中国商標異議申立の案件については、提出してから決定が下されるまで、 年

ぐらいかかりますが、複雑な案件は、それ以上かかっています。 年の商標局の目

標は、審査期間を ヵ月以内に短縮させることです。

「商標法」第 33 条第 1 項の規定によれば、当事者は異議申立の裁定に対して不服

があるときは、裁定を受領した日から 15 日以内に、商標審判委員会に審判を請求

することができます。商標審判委員会は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人

に書面で通知します。 

異議審判請求人の適格

異議審判請求人は、異議申立の裁定に対して不服のある異議申立人又は被異議申立人で

なければならない。

異議審判の主管機関

異議審判は、中国商標審判委員会より処理される。商標審判委員会は、商標局とは独立

した行政機関である。
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説明 

（異議決定不服審判）

請求人は、異議決定に不服がある場合、不服審判を請求す

ることができます。方式審査を経て、商標審判委員会は、被請

求人に答弁のチャンスを与えます。それから、請求人は、被請求人の答弁

に対して反駁の証拠を提出することができます。

商標審判委員会は、請求人と被請求人が陳述した理由と提出した証拠を

審理して、審決を下します。審理期間について、通常、 2 年～ 3 年ぐらい

かかりますが、複雑な案件は、それ以上かかります。  

当事者が商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日か

ら 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができま

す。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に

参加するよう通知します。  

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

異議決定

審決 
審決

説明 
説明 

審決

審決

拒絶通知を受領

実体審査

方式審査

証拠補足手続き 
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説明 

（異議決定不服審判）

請求人は、異議決定に不服がある場合、不服審判を請求す

ることができます。方式審査を経て、商標審判委員会は、被請

求人に答弁のチャンスを与えます。それから、請求人は、被請求人の答弁

に対して反駁の証拠を提出することができます。

商標審判委員会は、請求人と被請求人が陳述した理由と提出した証拠を

審理して、審決を下します。審理期間について、通常、 2 年～ 3 年ぐらい

かかりますが、複雑な案件は、それ以上かかります。  

当事者が商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日か

ら 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができま

す。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に

参加するよう通知します。  

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

異議決定

審決 
審決

説明 
説明 

審決

審決

拒絶通知を受領

実体審査

方式審査

証拠補足手続き 

無効審判、不使用取消請求及び不服審判請求

（ ）無効審判

登録された商標が「商標法」第 41 条に合致している場合、商

標審判委員会にその登録商標の取消しについての審判を請求する

ことができます。このような商標登録の取消審判は無効審判とい

います。

無効審判

請求対象 登録商標でなければならない。

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

無効審判の種類及び適用要件

①「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：何人でも請求できる。

．適用条件：「商標法」第 条（公的利益侵害）、第 条（識別力欠如）、第 条

（立体標章の識別力欠如）に違反、又は、「商標法」 条第 項にいう欺瞞的な手段又

はその他の不正な手段で登録を得た場合

．除斥期間：なし（いつでも請求できる）

②「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：商標権者又は利害関係人

．適用条件：「商標法」第 条（馳名商標への模倣）、第 条（代理人の悪意によ

る出願）、第 条（商品の地理的表示による誤認や混同）、第 条（先行権利への侵害、

一定の影響力のある商標に対する悪意の出願）

．除斥期間： 年以内（悪意による登録商標について、著名商標の所有者は 年の

期間制限を受けない）

③「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：先行登録商標の権利者

．適用条件：「商標法実施条例」の第 条（先行登録商標と同一又は類似）

．除斥期間： 年以内
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説明 

（無効審判）

現在、中国商標無効審判の案件について、請求してから審

決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。複雑な案件は、そ

れ以上かかります。

登録商標の維持又は取消決定に不服がある場合には、審決を受領した日

から 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができ

ます。  

無効審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

権利付与

審決
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説明 

（無効審判）

現在、中国商標無効審判の案件について、請求してから審

決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。複雑な案件は、そ

れ以上かかります。

登録商標の維持又は取消決定に不服がある場合には、審決を受領した日

から 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができ

ます。  

無効審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

権利付与

審決

（ ）不使用取消請求

登録商標は、三年間継続して使用されない場合、何人でも商標局

に不使用取消請求を提出できます。  

不使用取消請求

請求対象 三年不使用の登録商標

主管機関 商標局へ提起する。

請求人 何人でも可

理 由 登録商標三年継続不使用

「三年間」の

算定

商標局は被請求人に答弁通知書を送付するとき、不使用取消請求日

から遡っての三年間の使用証拠を提出するよう要求する。

例えば、請求日が 年 月 日であれば、被請求人は 年

月 日から 年 月 日までの間の有効な使用証拠を提出しなけ

ればならない。

使用証拠

商標の使用とは、商品、商品の包装又は容器及び商品の取引に関す

る書類に商標を表示することをいい、広告宣伝、展示及びその他の

営業活動に表示することも含まれる。これを証明できる資料は、使

用証拠になる。

通常は、以下のような書類を含む。

① 商品、商品包装、容器、ラベル、カタログなど；

② 商品販売の取引書類（販売契約、インボイス、領収書、通関書

類などを含む）

③ 新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの媒体で掲載された広告、広

告会社と締結した契約、インボイス、領収書など

④ 展示会、展覧会の写真、出展証明など
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11 

説明 

（不使用取消請求）

現在、不使用取消請求の案件について、請求してから決定

が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。

（ ）不使用取消決定の不服審判請求

商標局の登録商標取消しの決定について、当事者に不服がある

ときは、通知を受け取った日から 15 日以内に商標審判委員会に

審判を請求することができます。  

不使用取消決定の不服審判請求

請求対象 商標局による不使用取消決定

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

請求人 不使用取消審判の請求人又は被請求人

不使用取消請求

方式審査

被請求人の答弁

実体審査

三年不使用登録商標 

決定
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11 

説明 

（不使用取消請求）

現在、不使用取消請求の案件について、請求してから決定

が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。

（ ）不使用取消決定の不服審判請求

商標局の登録商標取消しの決定について、当事者に不服がある

ときは、通知を受け取った日から 15 日以内に商標審判委員会に

審判を請求することができます。  

不使用取消決定の不服審判請求

請求対象 商標局による不使用取消決定

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

請求人 不使用取消審判の請求人又は被請求人

不使用取消請求

方式審査

被請求人の答弁

実体審査

三年不使用登録商標 

決定
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説明 

説明 

現在、不使用取消決定の不服審判の案件について、請求し

てから審決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかりますが、複雑な案

件は、それ以上かかります。

当事者は商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日から 日以内

に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができます。裁判所は、商標

審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加するよう通知します。

関連行政訴訟手続き

前記の行政訴訟手続きと同じですので、前記の行政訴訟のフローチ

ャート及びその説明をご参照ください。

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

取消決定

審決
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権利出願戦略

中国では現在、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国にお

けるビジネス進出、展開の大きな支障になっていることは否めない事実です。

一旦自分の商標を他人に先取りされた場合、その登録の阻止（異議申立）や、

登録された場合の取消しには、多大な時間、費用及び労力がかかります。そのため、「亡

羊補牢（羊に逃げられてから檻の修繕する）」的な手遅れなやり方を回避するために、

実務において、商標出願戦略を早めに策定する必要があります。

中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字です。中国では、日本語

のカタカナや平仮名は図形とみなされ、称呼されにくいのが現実です。また、英文も読

めない中国人が多いので、日本で使われている英語、日本語商標を出願すると同時に、

中国の消費者にとって、最も覚えやすく読みやすい、それに対応する中国語商標の出願

が重要です。たとえば、「佳能（キヤノン）」、「索尼（ソニー）」などの世界著名ブラン

ドは、全て中国市場のために中国語の商標を登録しています。これらの中国語商標は現

在、中国の消費者に広く受け入れられ、中国におけるビジネスに重要な役割を果たして

います。

したがって、中国市場に進出を計画している日本企業は、語呂がよく、且つ商品の

イメージにマッチする中国語商標を選定し、調査したうえ、一日も早く出願することを

勧めします。

中国では先願主義が採用されています。すなわち、二つ以上の同一又は類似の商標登

録出願が競合した場合、最先の出願だけが登録されます。よって、出願費用及び時間の

無駄を回避するために、出願する前に、出願しようとする商標に対して先ず商標調査を

行うことを勧めます。

通常、中国商標局サイト（http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp）を利用して調査し
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権利出願戦略

中国では現在、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国にお

けるビジネス進出、展開の大きな支障になっていることは否めない事実です。

一旦自分の商標を他人に先取りされた場合、その登録の阻止（異議申立）や、

登録された場合の取消しには、多大な時間、費用及び労力がかかります。そのため、「亡

羊補牢（羊に逃げられてから檻の修繕する）」的な手遅れなやり方を回避するために、

実務において、商標出願戦略を早めに策定する必要があります。

中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字です。中国では、日本語

のカタカナや平仮名は図形とみなされ、称呼されにくいのが現実です。また、英文も読

めない中国人が多いので、日本で使われている英語、日本語商標を出願すると同時に、

中国の消費者にとって、最も覚えやすく読みやすい、それに対応する中国語商標の出願

が重要です。たとえば、「佳能（キヤノン）」、「索尼（ソニー）」などの世界著名ブラン

ドは、全て中国市場のために中国語の商標を登録しています。これらの中国語商標は現

在、中国の消費者に広く受け入れられ、中国におけるビジネスに重要な役割を果たして

います。

したがって、中国市場に進出を計画している日本企業は、語呂がよく、且つ商品の

イメージにマッチする中国語商標を選定し、調査したうえ、一日も早く出願することを

勧めします。

中国では先願主義が採用されています。すなわち、二つ以上の同一又は類似の商標登

録出願が競合した場合、最先の出願だけが登録されます。よって、出願費用及び時間の

無駄を回避するために、出願する前に、出願しようとする商標に対して先ず商標調査を

行うことを勧めます。

通常、中国商標局サイト（http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp）を利用して調査し

 

 

ます。なお、当該サイトは、中国語と英語しかありませんので、より正確な調査結果と

分析、意見を入手するため、専門的な商標代理機構に依頼して調査することが得策です。

中国では、商標登録出願時に会社名と住所の英文表記と中国語表記必要となります。

漢字の会社名の場合はそのまま使用することができますが、その漢字は、中国において

悪い意味を有していないかを確認する必要があります。特に、中国語漢字には、日本語

漢字には存在しない漢字や、日本語漢字と形が同じでも中国人からみると、意味やその

漢字から受けるイメージが全く異なる場合もよくあるので、選定の際には細心の注意が

必要です。

また、会社名が漢字表記でない場合には、その会社名の発音又は意味から、対応する

漢字表記の会社名を選定する必要があります。

現在、経済のグローバル化とマスコミ産業の発展につれて、国外のニュースや情報、

有名なブランドの状況などを、インターネットやテレビ、新聞、雑誌、展覧会などで容

易に入手することができます。そのため、潜在力のある巨大マーケットとして世界中か

ら熱い注目を集めている中国市場を確保するために、中国メディアでよく使われている

中国語商標を一日でも早く出願したほうがよいでしょう。以下のような特別な対策を講

じることをお勧めします。

① 新しいブランドの世界市場における発売前に、それに対応する中国語商標を先ず

選定し、調査したうえで出願しておきます。

② 新しいブランドを世界市場で発表したら、中国メディアが、それに対応する中国

語商標として如何なる名称を使用しているかを常にウォッチングします。もし、自社が

選定した中国語商標と異なる中国語商標を使用していることが判明したら、防衛手段と

して、そのメディアでよく使われている中国語商標も出願します。
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登録された商標の使用などに関し、商標管理制度を確立することを勧めます。例えば、

使用許諾の意向があれば、関連会社又は生産委託会社と、使用許諾契約を締結します。

次に法に基づき、商標局に使用許諾を届け出ます。また、商標の使用形態、使用方式な

どにおいて、法に従って行うように注意しなければなりません。また、将来起こり得る

商標の異議、登録商標の取消が申立てられる情況、及び｢著名商標｣の認定を請求する必

要があるかもしれないことを予測して、その時点で、有効な証明資料を提出できるよう、

日頃の生産、経営活動における商標の使用に関する資料の原本を適宜収集、保存するこ

とをお勧めします。 

 馳名商標と地方著名商標の認定

中国では周知商標に関して、馳名商標と著名商標の 2 種類が存在しています。

国家工商行政管理総局商標局、商標審判委員会及び裁判所により、その周知度

が認定された商標は、「馳名商標」と称されています。中国で馳名商標に認定さ

れるということは、市場競争における有力な武器として、手厚い保護を受けら

れることが期待できます。なお、中国商標法で規定しているのは馳名商標のみです。 

著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内周知性が認定されたものを

いい、それぞれの省が独自の基準で判断するものです。地方で認定された著名商標はそ

の地方のみに有効であり、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していま

せん。 

 

馳名商標認定の法律根拠

年 月：｢商標法｣第 条、第 条規定、｢商標法実施条例｣第 条

年 月：｢馳名商標認定及び保護に関する規定」

年 月：｢馳名商標認定工作細則｣

年 月：｢馳名商標保護に関わる民事係争事件の審理で適用する法律の若干問題に関

する解釈｣
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登録された商標の使用などに関し、商標管理制度を確立することを勧めます。例えば、

使用許諾の意向があれば、関連会社又は生産委託会社と、使用許諾契約を締結します。

次に法に基づき、商標局に使用許諾を届け出ます。また、商標の使用形態、使用方式な

どにおいて、法に従って行うように注意しなければなりません。また、将来起こり得る

商標の異議、登録商標の取消が申立てられる情況、及び｢著名商標｣の認定を請求する必

要があるかもしれないことを予測して、その時点で、有効な証明資料を提出できるよう、

日頃の生産、経営活動における商標の使用に関する資料の原本を適宜収集、保存するこ

とをお勧めします。 

 馳名商標と地方著名商標の認定

中国では周知商標に関して、馳名商標と著名商標の 2 種類が存在しています。

国家工商行政管理総局商標局、商標審判委員会及び裁判所により、その周知度

が認定された商標は、「馳名商標」と称されています。中国で馳名商標に認定さ

れるということは、市場競争における有力な武器として、手厚い保護を受けら

れることが期待できます。なお、中国商標法で規定しているのは馳名商標のみです。 

著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内周知性が認定されたものを

いい、それぞれの省が独自の基準で判断するものです。地方で認定された著名商標はそ

の地方のみに有効であり、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していま

せん。 

 

馳名商標認定の法律根拠

年 月：｢商標法｣第 条、第 条規定、｢商標法実施条例｣第 条

年 月：｢馳名商標認定及び保護に関する規定」

年 月：｢馳名商標認定工作細則｣

年 月：｢馳名商標保護に関わる民事係争事件の審理で適用する法律の若干問題に関

する解釈｣
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馳名商標の種類

「商標法」第 条：馳名商標は下記 種類に分けられる。

① 未登録の馳名商標（他人が同一又は類似の商品について出願した商標が、当該馳名

商標を複製、模倣または翻訳した場合）；

② 登録済みの馳名商標（他人が非同一又は非類似の商品について出願した商標が、当

該馳名商標を複製、模倣または翻訳した場合）

馳名商標の認定要件

「商標法」第 条：

① 関係公衆における当該商標の知名度

② 当該商標が継続して使用される期間

③ 当該商標に関するいかなる宣伝活動の時期、程度及び地理的範囲

④ 当該商標が馳名商標として保護を受けた記録

⑤ 当該商標は馳名商標と判断すべきその他の要素

馳名商標の認定は、行政認定手続きと司法認定手続きとに分かれます。概要は以下の

とおりです。

 

商標局

行政機関

司法機関

商標審判委員会

各級裁判所

北京市第一中等裁判所及び北京市高等裁判所 商標権利確定事件

商標権侵害事件

商標異議不服審判請求案件、商標無効審判案件

案件指導処

異議申立処 商標異議案件

省クラス工商行政管理機関より

上申する商標権侵害事件
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説明 
馳名商標認定の意義は、下記のとおりです。

① 保護される範囲が非類似の商品・役務まで拡大し、即ち、指定商品の範囲を超え、

保護される力が強化されます。

② 官庁機関が商標審査又は侵害事件を処理する時には、より多くの配慮が受けられ、

保護を受ける分野が増えます。

③ 馳名商標をもって企業名称、ドメインネームの複製・模倣行為に対応することが

できます。

④ 特に無効審判の請求期限が長くなり、 年という制限を受けません。

⑤ ブランド価値を高め、市場競争力を強化することができます。

中国における馳名商標と著名商標の相違点について、下表のとおり簡

単にまとめました。少しでもご参考になれば幸いです。

相違点 馳名商標 著名商標

定義

中国の全土において公衆に広く

知られ、かつ高い知名度と影響

力を有する商標。

中国各省内（経済特別区も含む）が

独自の基準で著名性を判断し認定

する商標。

認定ルート

異議、取消又は侵害事件におい

て認定されるが、裁判による馳

名商標認定の手続に対してより

厳しく制限され、判決書に「馳

名商標」のような表現を避ける

ようになった。したがって、現

在、主に商標局又は商標審判委

員会により認定される。

各地の工商局に申請を提出して、認

定される。

有効期間 ――

各地の規定により、各地の有効期間

を有する（大部分が 年である）の

で、その後、再申請の必要がある。

説明 
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説明 
馳名商標認定の意義は、下記のとおりです。

① 保護される範囲が非類似の商品・役務まで拡大し、即ち、指定商品の範囲を超え、

保護される力が強化されます。

② 官庁機関が商標審査又は侵害事件を処理する時には、より多くの配慮が受けられ、

保護を受ける分野が増えます。

③ 馳名商標をもって企業名称、ドメインネームの複製・模倣行為に対応することが

できます。

④ 特に無効審判の請求期限が長くなり、 年という制限を受けません。

⑤ ブランド価値を高め、市場競争力を強化することができます。

中国における馳名商標と著名商標の相違点について、下表のとおり簡

単にまとめました。少しでもご参考になれば幸いです。

相違点 馳名商標 著名商標

定義

中国の全土において公衆に広く

知られ、かつ高い知名度と影響

力を有する商標。

中国各省内（経済特別区も含む）が

独自の基準で著名性を判断し認定

する商標。

認定ルート

異議、取消又は侵害事件におい

て認定されるが、裁判による馳

名商標認定の手続に対してより

厳しく制限され、判決書に「馳

名商標」のような表現を避ける

ようになった。したがって、現

在、主に商標局又は商標審判委

員会により認定される。

各地の工商局に申請を提出して、認

定される。

有効期間 ――

各地の規定により、各地の有効期間

を有する（大部分が 年である）の

で、その後、再申請の必要がある。

説明 

保護範囲

「個別案件における認定」とい

う原則である。一つの案件で認

定された場合、当該案件のみ有

効であり、必ずしもその他の案

件に影響を与えるとは限らな

い。なお、馳名商標として保護

されたことが後の別件でも考慮

され得る。

一般的に 回継続して著名商標と

認定された場合、馳名商標を認定す

る時、証拠として提出すれば考慮さ

れ得る。

認定請求人 商標権者又は被許諾使用者

一部の地域で商標権者のみが規定

されるが、一部の地域で①商標権

者、②商標権者及び独占被許諾使用

者、③被許諾使用者（商標権者の授

権が有る場合）が規定される。しか

も、商標権者又は被許諾使用者が中

国の現地法人に限る。

認定所要時間

案件及び提出した著名性を証明

する証拠資料によって、所要時

間も異なる。 ヶ月かかったケー

スがあるが、 年以上かかったケ

ースもある。

各地によって異なるが、一般的に、

年ごとに 回、認定結果を公布す

る。

使用

実務上、裁定書などにおいて、

「馳名商標と認定する」のよう

な記載があれば、関連商品のラ

ベルなどに「馳名商標」である

旨を表示する企業が多くある。

認定された後、関連商品のラベルな

どに「★★著名商標」である旨を表

示する企業が多くある。
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第３節 著作権の取得

 保護対象

「著作権法」にいう著作物には、文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技

術等の著作物が含まれます。

「著作権法」に保護を受ける著作物の種類

① 文字著作物（例えば、小説、記事）

② 口述著作物（例えば、講演）

③ 音楽、演劇、演芸、舞踊著作物

④ 美術、撮影著作物（例えば、絵画、写真）

⑤ 映画、テレビ、録画著作物

⑥ 工事設計図、製品設計図及びその説明

⑦ 地図、見取り図等の図形著作物

⑧ コンピューターソフトウェア

⑨ 法律、行政法規が規定したその他の著作物

「著作権法」に保護を受けられないもの

① 法により出版及び伝播を禁止する著作物 （例えば、暴力と猥褻を宣伝する著作物）

② 官庁文書（法律、法規及び国家機関の決議、決定命令等を含め）

③ 新聞記事

④ 暦法、数表、汎用の表と公式

⑤ 保護期間を超えた著作物（例えば、四大名著）

 成立要件

中国では、著作権は、自動保護主義を実行しています。自動保護主義とは、

著作権は、著作物が創造完成された日から生じ、如何なる登録手続も必要とし

ないということです。著作権者が自分の創造した文学、芸術と科学著作物等の

知的成果に対して、著作物が完成し次第、自動的に著作権を有するということです。そ

の成立要件には、①文学、芸術及び科学分野に属すること、②独創性（創作中に創造性
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第３節 著作権の取得

 保護対象

「著作権法」にいう著作物には、文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技

術等の著作物が含まれます。

「著作権法」に保護を受ける著作物の種類

① 文字著作物（例えば、小説、記事）

② 口述著作物（例えば、講演）

③ 音楽、演劇、演芸、舞踊著作物

④ 美術、撮影著作物（例えば、絵画、写真）

⑤ 映画、テレビ、録画著作物

⑥ 工事設計図、製品設計図及びその説明

⑦ 地図、見取り図等の図形著作物

⑧ コンピューターソフトウェア

⑨ 法律、行政法規が規定したその他の著作物

「著作権法」に保護を受けられないもの

① 法により出版及び伝播を禁止する著作物 （例えば、暴力と猥褻を宣伝する著作物）

② 官庁文書（法律、法規及び国家機関の決議、決定命令等を含め）

③ 新聞記事

④ 暦法、数表、汎用の表と公式

⑤ 保護期間を超えた著作物（例えば、四大名著）

 成立要件

中国では、著作権は、自動保護主義を実行しています。自動保護主義とは、

著作権は、著作物が創造完成された日から生じ、如何なる登録手続も必要とし

ないということです。著作権者が自分の創造した文学、芸術と科学著作物等の

知的成果に対して、著作物が完成し次第、自動的に著作権を有するということです。そ

の成立要件には、①文学、芸術及び科学分野に属すること、②独創性（創作中に創造性

 
 
 

1 

労働を投入した）を有すること、③感知性と複製性を有することが挙げられ、通常「思

想」は保護できません。

著作者の権利

著作権には、人格権と財産権が含まれます。

人格権

① 公表権 著作物を公表するか否かを決定する権利

② 署名権 著作者の身分を表明し、著作物上に署名する権利

③ 改変権 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

④ 著作物完全性

保持権

著作物が歪曲又は改纂されないよう保護する権利

財産権

⑤ 複製権 印刷、コピー、拓本、録音、録画、ダビング、デュープなどの方式

により、著作物を 部又は複数部製作する権利

⑥ 発行権 販売又は贈与の方式で、公衆に対し著作物の原本又は複製品を提供

する権利

⑦ 貸与権 有償にて他人が映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により

創作された著作物及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用す

ることを許諾する権利、貸出を主目的としないコンピュータソフト

ウェアを除く

⑧ 展示権 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

⑨ 実演権 著作物を公開実演し、並びに各種手段を用いて著作物の実演を公開

的に放送する権利

⑩ 放映権 放映機材、スライド映写機などの技術設備により、美術、撮影、映

画及び映画の製作に類する方法により創作された著作物などを公開

的に再現する権利
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2 

説明 

⑪ 放送権 無線方式により著作物を公開的に放送若しくは伝播し、又は有線方

式による伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝播、放送し、

並びに拡声器又はその他信号、音声、画像を伝送する類似手段を利

用して、公衆に対し著作物を伝達、放送する権利

⑫ 情報ネットワ

ーク伝播権

有線又は無線方式により公衆に対し著作物を提供して、公衆が自ら

選定した時間と場所にて著作物を入手できる権利

⑬ 撮影製作権 映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、著作物を

媒体上に固定させる権利

⑭ 翻案権 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

⑮ 翻訳権 著作物をある言語文字から他の言語文字に変換する権利

⑯ 編集権 著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物として

編集する権利

⑰ 著作権者が享有すべきその他の権利

著作法に基づいて、ある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という法定使用

制度があります。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ

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りません。

「著作権法」において、合理的な使用状況を規定しました。その状況は、下記のとお

りです。

① 個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人により既に公表された著作物を使用

する場合（例えば、購入したＣＤを家庭内で聴く場合）。

② ある著作物を紹介、評論し、又はある問題を説明するために、著作物中に他人に

より既に公表された著作物を適切に引用する場合（例えば、自分の論文において他人の

著作物を引用するが、但し、引用の部分が合理的な範囲を超えてはならない。引用した

著作物の著作者と出所等を明記しなくてはならない）。
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2 

説明 

⑪ 放送権 無線方式により著作物を公開的に放送若しくは伝播し、又は有線方

式による伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝播、放送し、

並びに拡声器又はその他信号、音声、画像を伝送する類似手段を利

用して、公衆に対し著作物を伝達、放送する権利

⑫ 情報ネットワ

ーク伝播権

有線又は無線方式により公衆に対し著作物を提供して、公衆が自ら

選定した時間と場所にて著作物を入手できる権利

⑬ 撮影製作権 映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、著作物を

媒体上に固定させる権利

⑭ 翻案権 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

⑮ 翻訳権 著作物をある言語文字から他の言語文字に変換する権利

⑯ 編集権 著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物として

編集する権利

⑰ 著作権者が享有すべきその他の権利

著作法に基づいて、ある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という法定使用

制度があります。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ

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りません。

「著作権法」において、合理的な使用状況を規定しました。その状況は、下記のとお

りです。

① 個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人により既に公表された著作物を使用

する場合（例えば、購入したＣＤを家庭内で聴く場合）。

② ある著作物を紹介、評論し、又はある問題を説明するために、著作物中に他人に

より既に公表された著作物を適切に引用する場合（例えば、自分の論文において他人の

著作物を引用するが、但し、引用の部分が合理的な範囲を超えてはならない。引用した

著作物の著作者と出所等を明記しなくてはならない）。

 

③ 時事ニュースを報道するため、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ局など

のメディアにて既に公表された著作物を、やむを得ずに再現又は引用する場合。

④ 新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ局などのメディアが、他の新聞、定期

刊行物、ラジオ放送局、テレビ局など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、但し、著作者が掲載及び放送を許

諾しない旨を表明している場合はこの限りではない。

⑤ 新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアが、公衆集会に

おいて公表された演説を登載又は放送する場合。但し、著著著作者が登載又は放送を許

諾しない旨を表明した場合、この限りではない。

⑥ 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、

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、但し、それを出版

又は発行してはならない。

⑦ 国家機関が公務執行のため、既に公表された著作物を合理的な範囲内において使

用する場合。

⑧ 図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館等が陳列又は版本を保存するため、

当該館が収蔵する著作物を複製する場合。

⑨ 既に公表された著作物を無償で実演する場合、当該実演につき、公衆から費用を

徴収せず、実演者にも報酬を支払わない場合（例えば、会社内の新年会に演じる歌曲）

⑩ その他の情況など。

著作権使用許諾とは、著作権者がその著作権者の身分を保留する前提で、他

人が一定の条件の下で自分の著作財産権の行使を同意することをいいます。著

作権使用許諾の種類は、下記のとおりです。

著作権使用許諾の種類

専用使用許諾 著作権専用使用権の授権は、授権期間内に著作権者自身も当該著作

権を使用できないことを意味する。専用的使用権者は著作権者を含

む如何なる者も同じ方式で著作物の使用を排除する権利を有する。

排他使用許諾（独占 著作権者は被許諾者に著作物を許諾使用するのみであり、第三者に
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15 

説明 

的通常使用許諾） 対して被許可者と同じ方式で著作物の使用を許諾してはならない。

但し、著作権者自身が著作物に対する使用を制限しない。

通常使用許諾 被許諾使用者は使用許諾契約によりある時間と範囲内において、あ

る権利を行使するのみである。著作権者は自分が著作物を使用する

以外に、自由に第三者に著作物の使用を許諾することができる。

上記の使用許諾の他に、法定使用許諾という制度がありますが、「著

作権法」の規定に基づいて、使用者が著作権者の許諾を必要とせず、あ

る方式で既に公表された著作物を使用することができるが、著作権者に

報酬を支払わなければなりません。なお、著作権は、人格権を除いて、その財産権は譲

渡することができます。

著作隣接権は、著作物の伝播者が著作物を伝播する活動において、自分が著

作物を伝播するために創作した創造性労働成果に対して、法により享有する専

有権利をいいます。中国の著作権法及び関連法律規定には直接に「隣接権」と

いう用語を使用せず、「著作権と関連する権利」と言っています。

著作権の隣接権

出版者権 出版者が自分の出版した図書と定期刊行物の版面レイアウトに対

して専用権を享有することを言う。当該権利の保護期間は 年間

とし、当該版面レイアウトを使用した図書、定期刊行物が最初に公

表されてから 年目の 月 日までとする。

実演者権 実演者が法により自分の実演に対して享有する権利を言う。

録音録画製作者権 製作者が自分の製作した録音製品、録画製品に対して享有する権利

を言う。

ラジオ・テレビ放送

組織者権

ラジオ放送局とテレビ局が自分の放送したラジオ、テレビ番組に対

して享有する権利を言う。
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15 

説明 

的通常使用許諾） 対して被許可者と同じ方式で著作物の使用を許諾してはならない。

但し、著作権者自身が著作物に対する使用を制限しない。

通常使用許諾 被許諾使用者は使用許諾契約によりある時間と範囲内において、あ

る権利を行使するのみである。著作権者は自分が著作物を使用する

以外に、自由に第三者に著作物の使用を許諾することができる。

上記の使用許諾の他に、法定使用許諾という制度がありますが、「著

作権法」の規定に基づいて、使用者が著作権者の許諾を必要とせず、あ

る方式で既に公表された著作物を使用することができるが、著作権者に

報酬を支払わなければなりません。なお、著作権は、人格権を除いて、その財産権は譲

渡することができます。

著作隣接権は、著作物の伝播者が著作物を伝播する活動において、自分が著

作物を伝播するために創作した創造性労働成果に対して、法により享有する専

有権利をいいます。中国の著作権法及び関連法律規定には直接に「隣接権」と

いう用語を使用せず、「著作権と関連する権利」と言っています。

著作権の隣接権

出版者権 出版者が自分の出版した図書と定期刊行物の版面レイアウトに対

して専用権を享有することを言う。当該権利の保護期間は 年間

とし、当該版面レイアウトを使用した図書、定期刊行物が最初に公

表されてから 年目の 月 日までとする。

実演者権 実演者が法により自分の実演に対して享有する権利を言う。

録音録画製作者権 製作者が自分の製作した録音製品、録画製品に対して享有する権利

を言う。

ラジオ・テレビ放送

組織者権

ラジオ放送局とテレビ局が自分の放送したラジオ、テレビ番組に対

して享有する権利を言う。

説明 著作権の帰属は、下記の 種類があります。

① 一般著作物の著作権は、著作者に帰属します。

② 共同著作物の著作権は、共同著作者によって共有されます。

③ 職務著作物の著作権は、従業員とその所属会社との間でその帰属を約定すること

ができます。約定していない場合、その著作権は著作者が享有します。

④ 委託著作権の帰属は、委託者及び受託者が契約により定めますが、契約に明確な

定めがない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属します。

著作権の保護期間

著作人格権

著作者の署名権、改変権、及び同一性保持権の保護期間は、制限を受けられない。

自然人著作物の公表権と著作財産権の保護期間

【公民個人著作物】著作者の一生及び死後の 年間とし、著作者が死亡した後の 年

目の 月 日までとする。

【共同著作物】最終に死亡した著作者の死後の 年目の 月 日までとする。

法人著作物及び著作権が法人に享有される職務著作物の保護期間

法人又はその他の団体の著作物の著作権が法人又はその他の団体に享有される職務著

作物について、その公表権、著作財産権の保護期間は 年間とし、著作物が最初に公

表された後の 年目の 月 日までとする。但し、その創作後 年間以内に公表さ

れなかった場合、もう保護を受けない。

映画の著作物及び映画の製作に類似する方法により創作された

著作物と撮影の著作物の保護期間

映画の著作物及び映画の製作に類似する方法により創作された著作物と撮影の著作物

について、その公表権、著作財産権の保護期間は 年間とし、著作物が最初に公表さ

れてから 年目の 月 日までとする。但し、創作後の 年以内に公表されなかっ

た場合、もう保護を受けない。
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16 

説明 

．著作物自由登録制度

中国では、 年 月 日より著作権者の適法な権益をより一層保障する

ため、著作物に係る自由意思による登録制度を実行し始めました。 年

月 日に、中国国家版権局により「自由意思による著作物登録試行弁法」が

公布されました。同法第 条では、著作物の登録を前提条件とするのではなく、自由意

思による著作物登録制度の宗旨は、著作権紛争のため初歩的証拠を提供するためであり、

それが実際上届出に似ている制度であることが分かります。

著作権の登録を申請する際に、著作物著作権登録申請書、権利保証書、

権利帰属証明、著作物説明書、著作物サンプル及び代理機関への授権委

任状などの資料を持参し、登録機関に申請します。通常、申請日から 30 作業日内に登

録証書を取得することができます。また、著作権登録の意義は下記のとおりです。

版権センターのシステム

に登記する

版権センターのシステム

に記入する

受理申請

受理通知書

審査

登録証明書

： 真実身分に登記した上、用戸

名及びパスワードをもらう

類別を選択し、書面の申

請表をプリントアウトし

て、捺印する

版権センターに提出

登録資料が不合格の場合、補正命令の通知

登録資料合格後、費用の納付

受理通知書の受領

証明書の作成 インターネットでの公示
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16 

説明 

．著作物自由登録制度

中国では、 年 月 日より著作権者の適法な権益をより一層保障する

ため、著作物に係る自由意思による登録制度を実行し始めました。 年

月 日に、中国国家版権局により「自由意思による著作物登録試行弁法」が

公布されました。同法第 条では、著作物の登録を前提条件とするのではなく、自由意

思による著作物登録制度の宗旨は、著作権紛争のため初歩的証拠を提供するためであり、

それが実際上届出に似ている制度であることが分かります。

著作権の登録を申請する際に、著作物著作権登録申請書、権利保証書、

権利帰属証明、著作物説明書、著作物サンプル及び代理機関への授権委

任状などの資料を持参し、登録機関に申請します。通常、申請日から 30 作業日内に登

録証書を取得することができます。また、著作権登録の意義は下記のとおりです。

版権センターのシステム

に登記する

版権センターのシステム

に記入する

受理申請

受理通知書

審査

登録証明書

： 真実身分に登記した上、用戸

名及びパスワードをもらう

類別を選択し、書面の申

請表をプリントアウトし

て、捺印する

版権センターに提出

登録資料が不合格の場合、補正命令の通知

登録資料合格後、費用の納付

受理通知書の受領

証明書の作成 インターネットでの公示

① 著作権者が立証し及び立証負担の軽減に便宜を図れる。

② 司法機関が調査して証拠を収集するのに便宜を図れる。

③ 政府が著作権管理及び促進政策を制定及び実施するのに便宜を図れる。

④ 著作権の貿易に便宜を図れる。

コンピュータソフトウエア著作権登録制度

年 月 日中華人民共和国国務院令第 号公布コンピ

ュータソフトウエア保護条例を配布しました。それに伴って、コ

ンピュータ著作権者の権益を保護し、コンピュータソフトウエア

の開発、伝播及び使用において生ずる利害関係を調整することを

目的に、コンピュータソフトウエア著作権登録制度を実施しました。

申請資料の提出

受理通知書の受領

申請資料の審査

申請人補正
申請資料合格かどうか

費用の納付

申請受理

申請人補正実質審査

証明書の作成 インターネットでの公示

合格かどうか
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17 

説明 ソフトウェアの著作権の登録を申請する際に、登録申請書、ソフトウ

ェアの鑑別資料、代理機構への授権委任状及び企業(権利者)の全部事項

証明書の写しなどの資料を持って登録機関に申請します。ソフトウェアの鑑別資料につ

いて、通用提出・保存及び例外提出・保存の選択肢があります。企業は、鑑別資料に機

密情報を記入したい場合には、例外提出・保存の方法で機密部分は黒色太斜線で覆うこ

とができます。通常、申請日から30作業日内に登録証書を取得することができます。 
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説明 ソフトウェアの著作権の登録を申請する際に、登録申請書、ソフトウ

ェアの鑑別資料、代理機構への授権委任状及び企業(権利者)の全部事項

証明書の写しなどの資料を持って登録機関に申請します。ソフトウェアの鑑別資料につ

いて、通用提出・保存及び例外提出・保存の選択肢があります。企業は、鑑別資料に機

密情報を記入したい場合には、例外提出・保存の方法で機密部分は黒色太斜線で覆うこ

とができます。通常、申請日から30作業日内に登録証書を取得することができます。 

 
 

18 

第３章 営業秘密の保護

第１節 営業秘密の概要

1． 営業秘密の概念 
営業秘密とは、公知になっておらず、権利者に経済的利益をもたらすことが

でき、実用性を備え、かつ、権利者が秘密保持の措置を講じている技術情報及

び経営情報を言います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2． 営業秘密構成要件 

 
 
 
 
 
 
営業秘密の構成要件については、「不正競争民事紛争案件審理の法律適用の若干問題

に関する解釈」において、より明確に規定されています。 

 
 

 
非公知性の認定基準 

① 適用対象、 
取得の難易度 

関係情報はその分野の関係者に広く知られず、容易に取得で

きない 

営業秘密の構成要件 
 

非公知性 
 

価値性・実用性 
 

秘密保持措置 
 

非公知性（秘密性） 

営業秘密の種類 
 

技術情報 
 

生産プロセス

ノウハウ

設計図面

等

経営情報 
 

管理方法

営業戦略

顧客名簿

仕入先

等 
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非公知性に該当しない場合 

① 当該情報はその属する技術分野の者又は経済分野の者において一般常識である

か、あるいは業務上の慣例である 
② 当該情報は製品のサイズ、構造、材料、部品の簡単な組合せ等の内容だけに係わ

り、市場において、関係公衆が製品の観察を通じて、直接に取得することができ

る 

③ 当該情報はすでに公開出版物又はそのほかのメディアに公開されている 
④ 当該情報はすでに公開の報告会、展示等で公開されている 

⑤ 当該情報は他のルートで取得できる 

⑥ 当該情報はある程度の代価を支払えば容易に取得できる 

 
 

 
 
価値性・実用性の認定基準 
① 経済価値の有無 関係情報は現実的又は潜在的経済価値がある 

② 競争力の有無 権利者に競争上の優位性を発揮させる 

司法解釈によれば、価値性の要件とは、経済利益を指し、営業秘密の取

得、使用、開示に関連する経済利益をいい、権利者が損害を受けること

により反映できます。その中には直接的な損害と間接的な損害、現実的

な損害と潜在的な損害が含まれる。権利者が損害を受けた営業秘密によ

りもたらされた経済利益を正確に反映できない場合には、この競争利益は権利侵害者の

収益により反映でき、それには直接的な収益と間接的な収益、現実的な収益と潜在的な

収益とが含まれます。 
なお、価値性の要件とは、競争優位すなわち競争における有利な地位をいうが、これ

は価値性のもう一つの記述方法です。競争優位とは理論的には先に取得し、被告は営業

秘密を不正に取得した後に、有形製品の生産に使用していなければ損害がないとみなさ

れます。このような状況下において、競争優位の概念は極めて重要な概念となります。

実際に実務において、次のような事例が認められています。例えば、被告は営業秘密の

内容を取得するだけで、その開発・研究又は生産を何年も早く進ませることができたと

認定された場合、原告が喪失した競争優位によって喪失した先行時間により損害賠償額

を算定することができます。 

価値性・実用性 

説明 
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非公知性に該当しない場合 

① 当該情報はその属する技術分野の者又は経済分野の者において一般常識である

か、あるいは業務上の慣例である 
② 当該情報は製品のサイズ、構造、材料、部品の簡単な組合せ等の内容だけに係わ

り、市場において、関係公衆が製品の観察を通じて、直接に取得することができ

る 

③ 当該情報はすでに公開出版物又はそのほかのメディアに公開されている 
④ 当該情報はすでに公開の報告会、展示等で公開されている 

⑤ 当該情報は他のルートで取得できる 

⑥ 当該情報はある程度の代価を支払えば容易に取得できる 

 
 

 
 
価値性・実用性の認定基準 
① 経済価値の有無 関係情報は現実的又は潜在的経済価値がある 

② 競争力の有無 権利者に競争上の優位性を発揮させる 

司法解釈によれば、価値性の要件とは、経済利益を指し、営業秘密の取

得、使用、開示に関連する経済利益をいい、権利者が損害を受けること

により反映できます。その中には直接的な損害と間接的な損害、現実的

な損害と潜在的な損害が含まれる。権利者が損害を受けた営業秘密によ

りもたらされた経済利益を正確に反映できない場合には、この競争利益は権利侵害者の

収益により反映でき、それには直接的な収益と間接的な収益、現実的な収益と潜在的な

収益とが含まれます。 
なお、価値性の要件とは、競争優位すなわち競争における有利な地位をいうが、これ

は価値性のもう一つの記述方法です。競争優位とは理論的には先に取得し、被告は営業

秘密を不正に取得した後に、有形製品の生産に使用していなければ損害がないとみなさ

れます。このような状況下において、競争優位の概念は極めて重要な概念となります。

実際に実務において、次のような事例が認められています。例えば、被告は営業秘密の

内容を取得するだけで、その開発・研究又は生産を何年も早く進ませることができたと

認定された場合、原告が喪失した競争優位によって喪失した先行時間により損害賠償額

を算定することができます。 

価値性・実用性 

説明 

 
 

秘密保持措置の認定基準 

① 目的性 権利者が情報漏洩を防止するために講じた保護措置 

② 措置の適当性 その商業価値等の具体的情況に見合った合理的な保護措置 

 
当該司法解釈において、具体的な判断基準も規定しています。つまり、

「裁判所は、関連する情報の保管媒体の特性をもとにして、権利者の秘

密保護の意思、秘密保護措置の識別可能な程度、他人が正当な方法で取

得することの難易度などの要素により、権利者が秘密保護措置を講じたか否かを認定す

べきである」とし、そのほか、秘密保持措置を講じたと見なされる例についても挙げて

います。 

 
秘密保持措置を講じたと見なされる 

① 関連秘密情報の知られる範囲を限定し、必要がある従業員に対してのみ公開して

いる 

② 関連秘密情報の保管媒体に鍵をかけるなどの防備措置を施している 

③ 関連秘密情報の保管媒体上に秘密表示をしている 
④ 関連秘密情報にパスワード又はコードを設けるなどの措置を施している 

⑤ 関連秘密情報にアクセスできる者と秘密保持契約を締結する 

⑥ 関連秘密情報にかかわる機器、工場、作業場等の場所への訪問者を制限するまた

は訪問者に対し秘密保持を要求する 

⑦ 情報の秘密性を守るためのそのほかの合理的措置を確保する 

 
3． 営業秘密保護と競業禁止との関係 
（1） 競業禁止の概念 

競業禁止とは会社が自社の営業秘密を保護する目的で従業員に対してとる法律

措置を言います。法律の規定又は双方の約束に基づき、労働関係が存続中、従

業員等が競合会社で兼職することを制限・禁止し、又は労働関係が終了した後

の一定期間内に、従業員等が自社と競合関係がある業務に従事することを制

限・禁止することを指します。 

 

秘密保持措置 

説明 
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19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
約定の場合の注意点 

適用対象 
競業制限を行う人員は雇用者の高級管理職員、高級技術職員、

秘密保持義務を負う人員に限る。 

退職後の競業制限期間 2 年を超えてはならない 

対価 
競業制限期間内に月給で経済補償金を支払わなければならな

い 

 
（2）競業禁止制度は営業秘密保護に対する意義 

競業禁止制度の本質は、企業の営業秘密権を保護する目的で、法律面で

従業員の労働権及び職業選択自由権について合理的に制限することで

す。企業は営業秘密を保護するために、従業員と秘密保持契約を締結す

ることで、労働関係存続中、又は退職後の一定期間に、企業の営業秘密

を保護する義務を従業員に架すことにより明確に約定することができます。 
司法判例によれば、従業員の退職行為は、企業の営業秘密が漏洩する主要な原因とな 

労働契約法 条、 条 

説明 

競業禁止の種類 
 

適用対象 
取締役 

高級管理者 
パートナー 
関連法律 

「公司法」 
「合伙（組合）企業法」 
「個人独資企業法」 

「刑法」 
 

適用対象 
高級管理者

高級技術者

秘密保持義務を負う者

関連法律 
「労働合同（契約）法」 

法

律

規

定 

約

定 
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19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
約定の場合の注意点 

適用対象 
競業制限を行う人員は雇用者の高級管理職員、高級技術職員、

秘密保持義務を負う人員に限る。 

退職後の競業制限期間 2 年を超えてはならない 

対価 
競業制限期間内に月給で経済補償金を支払わなければならな

い 

 
（2）競業禁止制度は営業秘密保護に対する意義 

競業禁止制度の本質は、企業の営業秘密権を保護する目的で、法律面で

従業員の労働権及び職業選択自由権について合理的に制限することで

す。企業は営業秘密を保護するために、従業員と秘密保持契約を締結す

ることで、労働関係存続中、又は退職後の一定期間に、企業の営業秘密

を保護する義務を従業員に架すことにより明確に約定することができます。 
司法判例によれば、従業員の退職行為は、企業の営業秘密が漏洩する主要な原因とな 

労働契約法 条、 条 

説明 

競業禁止の種類 
 

適用対象 
取締役 

高級管理者 
パートナー 
関連法律 

「公司法」 
「合伙（組合）企業法」 

「個人独資企業法」 
「刑法」 

 

適用対象 
高級管理者

高級技術者

秘密保持義務を負う者

関連法律 
「労働合同（契約）法」 

法

律

規

定 

約

定 

っています。調査によれば、在中多国籍企業は、中国の人的資源の欠乏こそ自社の経営

に影響を与える一番の要素であると認めており、当該問題を解決するために、一般的に、

同業種のライバルから「人材を奪う」やり方をとっています。一般的に職務が高ければ

高いほど流動率も高いので、人材の流動による営業秘密の流失も非常に大きいといえま

す。 
秘密保持契約は従業員の退職後の自身での開業又は就職に干渉できないので、競業禁

止の効力がありません。 
秘密保持契約に比べて、競業禁止はその優位性を有します。競業禁止契約を締結した

場合、企業は退職した従業員が関連営業秘密を漏洩・使用したかに係わらず、当該従業

人が退職後、競業禁止の約束期間内に元の企業と同種の製品及び業務を生産又は元の企

業と競合関係がある企業に就職し、元の企業に損害をもたらした場合、当該従業員の行

為は違約行為となり、賠償責任を負わなければなりません。 
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第２節 営業秘密の漏洩防止

1． 営業秘密保護の現状 
中国の各法律は、何れも営業秘密保護に関する規定を定めていますが、それぞれ立法

の重点が違います。 
「不正競争防止法」において、営業秘密の定義をすると同時に、主に営業秘密を侵害

する行為を列挙しています。「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」において、

営業秘密の定義をすると同時に、営業秘密の構成要素を詳細に規定しています。最高裁

判所の「不正競争民事紛争案件審理の法律適用の若干問題に関する解釈」においては、

営業秘密の定義と同時に、裁判所により営業秘密侵害行為に対する認定方法について解

釈しています。上記の三つの規定について、何れも民事法の視点により、営業秘密侵害

行為、営業秘密の構成要素及び営業秘密に対する認定方法に基づき、侵害行為が認めら

れた場合には、行政的、司法的な手段で営業秘密の権利を保護することができると規定

しています。 
また、「労働契約法」においては、企業と労働者との関係という視点から、企業は労

働者と秘密保持契約を締結し、企業が取り得る秘密保持方法を規定しています。 
なお、刑法にいう営業秘密について、営業秘密侵害行為が発生し、認められ、且つ営

業秘密の権利者に重大な損失をもたらした場合には、犯罪を構成すると判断されます。

即ち、犯罪行為として、刑事手段で営業秘密を保護することができます。 

ただし、企業が営業秘密の漏洩を根絶させることは非常に難しく、一旦、営業秘密が

侵害された場合、侵害者の責任を追及することにより、損害を取り戻すことは相当難し

いことです。目下、企業が侵害者の責任を追及する方式と手段としては、工商行政機関

へのクレーム申立、警察への告発、民事訴訟の提起などが挙げられます。しかし、何れ

の手段も、権利者としてはそう簡単なことではありません。 

現状の中国国内における営業秘密関係事案は、起訴数量も少なく、審理が難しいので、

原告の勝訴率は決して高くありません。しかも、企業は常に営業秘密が侵害される状況

にあり、訴訟で解決を求める企業は極めて少ないのが実情です。 
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1． 営業秘密の漏洩ルート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2． 漏洩防止手段 
営業秘密の保護において、最も重要なことは事前の予防です。企業は、法的武器を充

分に利用することにより、特に労働契約法における関係規定に合せて、自社の合法的権

利を保護しなければなりません。 

 
秘密保持制度の設立 

社

内 

① 社内における秘密保持規程を作成・施行 
 秘密保持範囲、秘密保持期間、秘密保持義務、違約責任を詳細に記載 
 営業秘密の範囲と営業秘密と接触可能又は知得可能な職位を確定 
 秘密の漏洩に係る従業員の一部分の行為を規制 
②秘密保持義務の必要性がある従業員と具体的な秘密保持契約を締結 
 秘密保持義務（秘密保持範囲、期間等）を明確に規定 
 違約責任を明記 
 必要に応じて、秘密保持期限は契約の終了後に継続有効であることを約定 
③情報管理の専門部署と責任者を設置 

営

業

秘

密

漏 洩

 

不

法

行

為 

 情報記録媒体の窃取 
 ハッカーによる窃取 
 従業員の故意的漏洩 

 ライセンス 
 委託契約 
 共同開発契約 
 る者 

他

社

と

の 

 従業員 
 退職者 
 技術指導者 

人 
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2.

3.



③情報管理の専門部署と責任者を設置 

社

外 

委託加工、ライセンス過程における秘密保持管理を重視し、特に重要図面、レシ

ピなどに及ぶ場合は、必ず加工企業、ライセンシーと秘密保持契約を締結し、具

体的な秘密保持内容と違約責任を確定し、かつ図面などの書類の点検・引渡作業

を適切に行うべきである。 

競業禁止制度の設立 

 必要に応じ、重要なポジッションに勤務する従業員と締結する労働契約又は秘密

保持契約において、企業の営業秘密を知得している従業員は就業期間又は離職後

の一定の期間、同類製品の生産、または同類業務を経営する競争関係にあるその

他の企業・団体にて就職してはならず、自ら元の企業と競争関係を有する同類製

品の生産や、同類業務の経営をしてはならないことなどを約定することができ

る。 
競業禁止期限内において、従業員に経済補償を与えるべきであり、禁止期間は 2
年を超えてはならない。 

情報開示範囲の制限 

 ① 従業員が知得した情報はその必須の範囲内で規制できる限り、従業員がその

他の業務情報に接する機会を制限する 
② 営業秘密に関する資料と媒体の秘密保持管理を徹底 
 無断で放置しない 
 廃棄すべきものは徹底的に実行し、他人が不法使用することを避ける 
 関連秘密書類には「保密」、「絶密」、「機密」等を明記 
③ 会社内の隔離措置を貫徹 

たとえば、秘密保持庫を設置し、監視カメラ装置を設置し、従業員又は顧客

が核心サンプル又は生産設備に接触することを規制する。 
④ 会社内部システム又は内部ネットワークに営業秘密に関するデータがある場

合、アクセス権を設置して、閲覧権限がない者はアクセスできないようにす

る 
⑤ 従業員が離職する前に 2～3 月の秘密解除期間を設置 

当該措置を通じて従業員が秘密職分からその他の職分に移動させ、徐々に本

人が以前に知得していた営業秘密を忘れるようにさせると同時に、有効的に

離職後の秘密漏洩率を減少させる。 
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 廃棄すべきものは徹底的に実行し、他人が不法使用することを避ける 
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③ 会社内の隔離措置を貫徹 

たとえば、秘密保持庫を設置し、監視カメラ装置を設置し、従業員又は顧客

が核心サンプル又は生産設備に接触することを規制する。 
④ 会社内部システム又は内部ネットワークに営業秘密に関するデータがある場

合、アクセス権を設置して、閲覧権限がない者はアクセスできないようにす

る 
⑤ 従業員が離職する前に 2～3 月の秘密解除期間を設置 

当該措置を通じて従業員が秘密職分からその他の職分に移動させ、徐々に本

人が以前に知得していた営業秘密を忘れるようにさせると同時に、有効的に

離職後の秘密漏洩率を減少させる。 

 

従業員の教育・トレーニングの強化 

  通常の企業管理で法律顧問を任用して、契約、制度などについて規範化する

ことによりリスクを避ける。 
 トレーニングを通じて、従業員に営業秘密の概念を普及し、営業秘密を漏洩

する場合の法律責任を教える。 
※従業員の法的意識の欠如と職業道徳の脆弱さは、営業秘密侵害を生じさせる重

要な要素です。多くの企業で集団的離職又は集団的秘密漏洩などの状況が発生す

ることが多々あり、従業員の法的意識と職業道徳を向上させていくことは、長期

に亘り、企業経営管理者の認識と資源投入が必要です。企業が従業員の業務的技

能のトレーニングを重視し、逆に法律及び職業道徳に係る教育とトレーニングを

軽視する状況から、政府職能部門が組織する各種の法律・法規勉強会を充分に利

用し、又は当該業務を熟知した職能部門又は法律諮問機構の力を求めることによ

り、教育・トレーニングを強化し、従業員の素質全般を高めることができます。 

 
上述の措置は営業秘密の漏洩を有効的に防止するだけではなく、営業秘

密侵害事案又は訴訟中、秘密保持措置を取ったことを有力に証明できま

す。従いまして、秘密保持契約、秘密保持制度などに係る書面資料を適

切に保管すべきです。 
  

役割 
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第３節 営業秘密漏洩に対する救済

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1． 行政摘発 
現地の工商行政管理機関に営業秘密侵害又は不正競争を理由に行政摘発の申立を提

出することができます。摘発を申請する時、営業秘密を構成する証拠と侵害行為成立の

証拠を提供しなければなりません。権利侵害を構成するか否かは工商機関にて認定しま

す。申し立ての内容には、侵害行為の停止、関連情報の返却などの要求を含めることが

できますし、和解を申請することもできます。 
行政機関の処理結果は侵害を構成した行為に対する行政処罰であり、被侵害者の賠償

については、調停することができます。また、工商行政機関は営業秘密を侵害した者に

準

備

段

階 

救

済

措

置 

営業秘密漏洩事件を発見 

侵害証拠の収集 
 弁護士との相談 
 調査会社等による侵害

事実の把握 
 侵害証拠に対する証拠

保全、鑑定等 
 
 

 

行政摘発 
解決期間が短い 
損害賠償を調停 
  

 

民事訴訟 
解決時間が長い 
賠償を貰える 
立証責任が重い 

刑事訴追 
重大な損害をもたらした

場合に限る 
解決期間が短い 
損害賠償を請求できない 
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行政摘発 
解決期間が短い 
損害賠償を調停 
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解決時間が長い 
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刑事訴追 
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対し、下記の処理を行うことができます。 

 
 

① 営業秘密を侵害した者に対し、情状により 1 万元以上 20 万元以下の過料を処す

ることができる。 

② 権利侵害者に対し、その有する営業秘密の図面、ソフトウェアその他の関係資料

を権利者に返還することを命じ、監督することができる。 

③ 権利侵害者が権利者の営業秘密を使用して生産し、市場に流入させて営業秘密を

開示させた製品の廃棄を監督できるが、権利者が買取り、販売等その他の処理に

同意する場合は、この限りではない。 

④ 権利者が工商行政機関に対し、損害賠償の調停を申請した場合、工商行政管理期

間は調停を行うことができる。 
⑤ 権利侵害者が処罰決定の執行を拒否し、引き続き営業秘密侵害行為を実施した場

合、新たな違法行為とみなし、重ねて処罰される。 

 
2． 刑事 
刑事捜査機関の公安局（警察）に営業秘密侵害罪を理由に告発することができます。

刑事捜査機関は、現地の公安局の経済犯罪捜査部門です。侵害行為が「刑法」第 219
条に合致した際、刑事捜査機関に営業秘密侵害罪を理由に告発することができます。刑

事捜査機関が処理するのは侵害者の犯罪行為であるので、民事賠償などでは処理しませ

ん。 

 
 

 
 
 

次に掲げる営業秘密を侵害する行為の一つに該当し、営業秘密の権利者に対して重大

な損害をもたらす場合、3 年以下の懲役又は拘留に処し、罰金を併科し、又は単科する

とされています。特別重大な結果をもたらした場合、3 年以上 7 年以下の懲役に処し、

罰金を併科するとされています。 

行政処罰内容 

刑法上の規定 
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① 
窃取、利益誘導、脅迫その他の不正な手段により権利者の営業秘密を取得する行

為 

② 
前項の手段により取得した権利者の営業秘密を開示し、使用し、又は他人が使用

することを許可する行為 

③ 
約定に違反し、又は営業秘密の保持に関する権利者の要求に違反し、自己が知っ

ている営業秘密を開示し、使用し、又は他人がこれを使用することを許可する行

為 

④ 
前項に掲げる行為を明らかに知り、又は知るべきであるにも拘らず、他人の営業

秘密を取得し、使用し、又は開示した場合、営業秘密の侵害として処理する 

 
 

3． 民事 

  

訴訟前の準備 

提

訴 

管轄権のある裁判所

開

廷

審

理 

判決書

（和解しない場合）

営業秘密侵害の主張 
 
 
 

説明 

営業秘密侵害訴訟において、営業秘密となるかどう

か、および侵害行為があるかどうかは、通常、争点と

なります。また、原告は、営業秘密の内容、秘密保持

措置を行ったこと、および被告の侵害行為に対し、立

証責任を負います。

 

96

第３章 営業秘密の保護



① 
窃取、利益誘導、脅迫その他の不正な手段により権利者の営業秘密を取得する行

為 

② 
前項の手段により取得した権利者の営業秘密を開示し、使用し、又は他人が使用

することを許可する行為 

③ 
約定に違反し、又は営業秘密の保持に関する権利者の要求に違反し、自己が知っ

ている営業秘密を開示し、使用し、又は他人がこれを使用することを許可する行

為 

④ 
前項に掲げる行為を明らかに知り、又は知るべきであるにも拘らず、他人の営業

秘密を取得し、使用し、又は開示した場合、営業秘密の侵害として処理する 

 
 

3． 民事 

  

訴訟前の準備 

提

訴 

管轄権のある裁判所

開

廷

審

理 

判決書

（和解しない場合）

営業秘密侵害の主張 
 
 
 

説明 

営業秘密侵害訴訟において、営業秘密となるかどう

か、および侵害行為があるかどうかは、通常、争点と

なります。また、原告は、営業秘密の内容、秘密保持

措置を行ったこと、および被告の侵害行為に対し、立

証責任を負います。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

判

断

基

準 

非

公

知

性 

秘

密

保

持

性

各 

価

値

性

・

実

用

性 

訴訟中の争点 

営業秘密であるか 侵害行為を構成するか 

通
常
、
被
告
よ
り
公
開
ル
ー
ト
に
て

入
手
で
き
る
こ
と
を
反
証
す
る 

秘
密
保
持
契
約
、
社
内
秘
密
保
持
規

定
な
ど
で
証
明
で
き
る 

明
ら
か
な
の
で
、
通
常
、
い
ろ
い
ろ
工

夫
を
し
て
証
明
す
る
必
要
が
な
い 

① 接触 
② 類似 
③ 合法的な入手ルートがない 
通常、①、②、③の条件を満たす場合、侵

害と認定される 
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第４節 先使用権保護による対応

 
1.先使用権制度の概要 

定義 専利出願日の前に、先使用者が既に同一製品を製造し又は同一方法を使

用し、或は既に製造、使用のための必要な準備を整えた場合、元の範囲

内で引続き同一製品を製造、又は同一方法を使用できる権利を有するこ

とを指します。 

立法主旨 中国は、世界中の多くの国と同じに先願主義を採用しております。先願

主義における一つの原則は、出願日前の発明創造であっても、遅れて出

願した者に対しては法律保護を与えず、最初に出願した者のみ保護する

ことです。しかしながら、最初の出願人は、最初に発明を創造した者と

言えず、最初に発明を実施した者とも言えません。当該状況で、専利が

権利化された後、専利権者が専利権侵害を理由に、先使用者の実施行為

を禁止することは、既存の正常な経済秩序を破壊し、公平に反する結果

になります。したがって、公平の原則を考慮し、公衆利益と専利権者の

利益のバランスを取るために、先願主義の例外として、先使用権制度が

規定されました。 

性質 先使用権は、専利権侵害の主張に対する抗弁権です。 
2. 先使用権の構成要件 

時間要件 専利法 69 条：専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を

使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ従

来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合。 

専利法実施細則第 11 条：専利法で言う出願日とは優先権を有するもの

については優先日を指す。 

先使用権の成立は、関連する専利権の出願日を基準とします。また、

その専利が優先権を有する場合、優先日を基準とします。つまり、先使

用者による同一製品の製造、同一方法の使用、又はすでに製造、使用の

ための必要な準備は、専利の出願日の前に完了していなければなりません。 

 

 

説明 
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第４節 先使用権保護による対応

 
1.先使用権制度の概要 

定義 専利出願日の前に、先使用者が既に同一製品を製造し又は同一方法を使

用し、或は既に製造、使用のための必要な準備を整えた場合、元の範囲

内で引続き同一製品を製造、又は同一方法を使用できる権利を有するこ

とを指します。 

立法主旨 中国は、世界中の多くの国と同じに先願主義を採用しております。先願

主義における一つの原則は、出願日前の発明創造であっても、遅れて出

願した者に対しては法律保護を与えず、最初に出願した者のみ保護する

ことです。しかしながら、最初の出願人は、最初に発明を創造した者と

言えず、最初に発明を実施した者とも言えません。当該状況で、専利が

権利化された後、専利権者が専利権侵害を理由に、先使用者の実施行為

を禁止することは、既存の正常な経済秩序を破壊し、公平に反する結果

になります。したがって、公平の原則を考慮し、公衆利益と専利権者の

利益のバランスを取るために、先願主義の例外として、先使用権制度が

規定されました。 

性質 先使用権は、専利権侵害の主張に対する抗弁権です。 
2. 先使用権の構成要件 

時間要件 専利法 69 条：専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を

使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ従

来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合。 

専利法実施細則第 11 条：専利法で言う出願日とは優先権を有するもの

については優先日を指す。 

先使用権の成立は、関連する専利権の出願日を基準とします。また、

その専利が優先権を有する場合、優先日を基準とします。つまり、先使

用者による同一製品の製造、同一方法の使用、又はすでに製造、使用の

ための必要な準備は、専利の出願日の前に完了していなければなりません。 

 

 

説明 

行為の要件 専利法 69 条：専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を

使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ

従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合。 

最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干

問題に関する解釈第 15 条：次のような状況のいずれか一つがある場

合、裁判所は、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

が完成されている場合 

（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場合 
 
 

 

 

 

 

 

専利出願日前に、先使用権が生じる先使用行為の方式に関し、専利法

69 条の規定から見ると、当該行為には、同一製品の製造行為、又は同一

方法の使用行為が含まれ、同じ製品の輸入、販売の申出、販売、使用行

為は含まれません。 

従って、専利技術の製品の製造行為又はその方法の使用行為を行わずに、専利技術の

製品の輸入、販売の申出、販売、使用行為のみ行った場合、先使用権を享有できません。 

また、実施範囲においても、知的財産権は地域性が存在するため、中国における先使

用技術に係る製造、使用は認められるが、海外における先使用技術に係る製造、使用は

認められません。 

なお、専利出願日の後、先使用者が引続き当該技術を実施できる行為について、専利

法には、製造と使用のみ規定されておりますが、製造・使用のみ認め、製品の販売の申

出、販売、使用行為ができなければ、先使用者にとって、続けて製造・使用する意味が

説明 

専利出願日前に先使用権が生

じる先使用行為 

特許製品の製造 OK 

特許方法の使用 OK 

製品の輸入、使用、販売、販売の申

出 × 
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ありませんので、先使用権制度の立法趣旨から見る場合、製品の販売の申出、販売、使

用も専利権侵害にならないと考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

「必要な準備」について、「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の

審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 15 条 2 項には、上

記図のとおり、二つの条件を満たせば、「必要な準備」が整えたと認定

できますが、実務上、裁判所が「必要準備」については慎重な態度を取

っています。 

また、医療設備、薬など、国家による強制的許諾が必要な分野において、「必要準備」

を整えたかの判断に必要な要素は、技術的準備作業であり、関連の行政批准手続の完了

は、「必要準備」の必要な要素ではありません。 
 

主観の要件 「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」第 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、

裁判所はこれを支持しない。 

通常、先使用技術の知得経路といえば、先使用者が独立で研究・開発

したものであるか、或いは、先使用者が他人から入手した情報が含まれ

ます。 

このような知得経路について、「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈」第 15 条第 1 項には、「善意」の要件を明確にし

ました。つまり、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、

説明 

説明 

必要準備 

発明の実施に必要とされる主

な技術的若しくは工程書類が

完成されている 

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 

OR 
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ありませんので、先使用権制度の立法趣旨から見る場合、製品の販売の申出、販売、使

用も専利権侵害にならないと考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

「必要な準備」について、「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の

審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 15 条 2 項には、上

記図のとおり、二つの条件を満たせば、「必要な準備」が整えたと認定

できますが、実務上、裁判所が「必要準備」については慎重な態度を取

っています。 

また、医療設備、薬など、国家による強制的許諾が必要な分野において、「必要準備」

を整えたかの判断に必要な要素は、技術的準備作業であり、関連の行政批准手続の完了

は、「必要準備」の必要な要素ではありません。 
 

主観の要件 「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」第 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、

裁判所はこれを支持しない。 

通常、先使用技術の知得経路といえば、先使用者が独立で研究・開発

したものであるか、或いは、先使用者が他人から入手した情報が含まれ

ます。 

このような知得経路について、「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈」第 15 条第 1 項には、「善意」の要件を明確にし

ました。つまり、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、

説明 

説明 

必要準備 

発明の実施に必要とされる主

な技術的若しくは工程書類が

完成されている 

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 

OR 

先使用権を主張する場合、その主張は認められません。 

専利権者から合法的に先使用技術を入手した場合は、先使用権抗弁を主張で

きるか。 

専利権者から先使用技術を入手したルートが間接であるか、直接であるか

にかかわらず、「合法的」との条件が限定されておりますので、該条件は、

先使用者の行為が既に専利権者の明示或いは黙示の許諾を受けたと見なすことがで

きます。 
 

実施範囲 

の要件 

「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」第 15 条：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、裁判所は支持しない。但し、当該技術又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。 

「最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」第 15 条：専利法第 69 条第(2)号にいう「従

来の範囲」には、専利出願日以前にすでにある生産規模と、すでにあ

る生産設備を利用して又はすでにある生産設備に基づいて達成でき

る生産規模とが含まれている。 
 

法律によれば、先使用行為の実施範囲は、限定されており、実施範囲を超え

た行為は、専利権侵害になります。先使用行為の実施範囲は、下記の 2 点に

おいて限定されております。 

 実施主体の限定  

先使用技術が従来の企業とともに譲渡若しくは継承される場合を除き、先使用権者は

自分の先使用権を契約、ライセンスの方法で他人に譲渡してはいけません。これは、グ

ループ企業においても適用されます。例えば、通常、親会社と子会社は、業務上に実質

的な関連性を有しますが、独立した法人ですので、親会社が先使用権を有しても、子会

社はその先使用権を享有できません。 

説明 
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産量範囲の限定 

先使用権に基づく実施範囲は、従来の範囲で行わなければならず、「従来の範囲」に

は、専利出願日以前にすでにある生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすで

にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれるとのことです。 

従って、先使用権者が自身の発展の需要のため、専利出願日前に実施した技術を産業

分野内で自ら継続的に実施し、専利出願日以後に設備増加、工場の増設、生産規模拡大

等をする場合は、「従来の範囲」とみなせず、「従来範囲」を超えた部分は、専利権侵害

となります。 

1 台の生産能力が 100 万トンである生産機械が 4 台あるが、専利出願日前

は、市場の需要が少なかったので 4 台で 350 万トンしか生産していなかった

が、専利出願の後、4 台で 400 万トンの生産を行った場合、従来の範囲は、

350 万トンか、或いは 400 万トンであるか。 

専利出願前に、生産設備を利用して達成できる生産規模は、100 万トン×4 台＝400

万トンであるので、専利出願の後に元の 350 万トンから 400 万トンまで増量しても、

「従来の範囲」に属し、元の生産量を超えた 50 トンは専利権侵害にならない。 

なお、専利出願の後に生産機械を新たに 1 台購入し、5 台で 500 万トンの生産を行

った場合、先使用が認められる範囲は、「従来の範囲」である 400 万トンまでである。

元の生産量を超えた 100 万トンの生産は侵害に該当するが、侵害行為が認められる場

合、従来の範囲（400 万トン）を越えた 100 万トンについて、侵害の差止め、損害賠

償金などの民事責任を負わなければならない。 
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産量範囲の限定 

先使用権に基づく実施範囲は、従来の範囲で行わなければならず、「従来の範囲」に

は、専利出願日以前にすでにある生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすで

にある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれるとのことです。 

従って、先使用権者が自身の発展の需要のため、専利出願日前に実施した技術を産業

分野内で自ら継続的に実施し、専利出願日以後に設備増加、工場の増設、生産規模拡大

等をする場合は、「従来の範囲」とみなせず、「従来範囲」を超えた部分は、専利権侵害

となります。 

1 台の生産能力が 100 万トンである生産機械が 4 台あるが、専利出願日前

は、市場の需要が少なかったので 4 台で 350 万トンしか生産していなかった

が、専利出願の後、4 台で 400 万トンの生産を行った場合、従来の範囲は、

350 万トンか、或いは 400 万トンであるか。 

専利出願前に、生産設備を利用して達成できる生産規模は、100 万トン×4 台＝400

万トンであるので、専利出願の後に元の 350 万トンから 400 万トンまで増量しても、

「従来の範囲」に属し、元の生産量を超えた 50 トンは専利権侵害にならない。 

なお、専利出願の後に生産機械を新たに 1 台購入し、5 台で 500 万トンの生産を行

った場合、先使用が認められる範囲は、「従来の範囲」である 400 万トンまでである。

元の生産量を超えた 100 万トンの生産は侵害に該当するが、侵害行為が認められる場

合、従来の範囲（400 万トン）を越えた 100 万トンについて、侵害の差止め、損害賠

償金などの民事責任を負わなければならない。 
 
  

3．先使用権保護による対応方法および留意点 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常、新しい発明創造が完成された後、企業内部においては、「特許

出願」、「営業秘密としての保持」、「発明創造の開示」など、3 つの

ルートにより取り扱います。しかし、「発明創造の開示」は、特定の状

況のみにおける戦略として採用されますので、多くの企業は、特許出願するか、或いは

営業秘密としての保持するかに悩んでいます。実務からみれば、「専利出願」を選ぶ企

業が多いですが、「専利出願」の際にはその技術を開示しなければなりませんので、秘

密性が喪失されることにより経済的利益をもたらさない技術、及び未だ開示のタイミン

グにない技術について、企業は、「ノウハウ(営業秘密)」として対応を取っている場合

も多くあります。 

しかし、ノウハウ(営業秘密)として保持する場合、専利権侵害に訴えられるリスクが

ありますので、その対応策として、先使用権確保がよく利用されます。専利権侵害訴訟

において、先使用権抗弁を主張するケースが多いですが、裁判所に認められたケースの

確率は高くはありません。その原因としては、先使用権の成立に関する証拠の要求が厳

しく、被告としても、数年前の先使用に関する証拠を収集することは、難しい面がある

からです。従って、事前に先使用に関する証拠をタイムリー確保したほうがよいといえ

ます。 

説明 

新しい発明創造 
専利出願 

営業秘密として保護 
 

営業秘密保持 先使用権確保 

他社からの

権利行使を

防止 

他社からの

権利侵害を

防止 
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 先使用抗弁の可能な証拠 確保の留意点 

時間 

要件 

技術関連資料、契約、取引明細、領収書、

公証書などに記載された完成日付。 
関連技術書類で完成日付を明記す

る必要があるが、自社が作成した

書類である場合、その完成日付が

真実であるかどうか反論されるお

それが高い。従って、できれば、

第三者、公的機関からの書類を証

拠として提出し、公証制度、タイ

ムスタンプ制度を活用することが

好ましい。 

主観 

要件 

①開発企画書、開発進展報告、技術関連

資料、設計図面の案などに記載された完

成者の名前。 
②技術の合法譲渡に関する契約書、譲渡

対価支払いの領収書、譲渡された技術資

料原本、説明など 

関係技術の入手ルートを証明する

ばかりでなく、当該入手ルートが、

合法的であることも証明する必要

がある。 
 

行為 

要件 

①技術関連資料 
 先使用技術が実施される製品の製造に 
必要な製品設計図、製品施工図、鍵とな

る部品部材の加工図などの完全な生産技

術資料と技術的図面 
 技術鑑定報告書、技術成果報告書、技術 
実現可能性報告書、技術の実験に係る報

告書など 
 他に技術内容を証明できる設計図、技術 
内容への研究又は実験内容を表明できる

書類など。 
②事業関連資料 
 販売、ライセンスなどの取引契約書、下 
請契約書など 
 事業計画書、事業提案書、事業開始決 
定書など 

技術関連資料については、技術の

研究・開発から実施までの全部の

過程における資料、報告書、図面

などに係る証拠は、何れも先使用

権の証拠として使用できる。当該

技術書類を先使用権の証拠として

使用するためには、関連技術内容

或は図面によって、先使用技術で

あることが明らかに判断できなけ

ればならない。 
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 先使用抗弁の可能な証拠 確保の留意点 

時間 

要件 

技術関連資料、契約、取引明細、領収書、

公証書などに記載された完成日付。 
関連技術書類で完成日付を明記す

る必要があるが、自社が作成した

書類である場合、その完成日付が

真実であるかどうか反論されるお

それが高い。従って、できれば、

第三者、公的機関からの書類を証

拠として提出し、公証制度、タイ

ムスタンプ制度を活用することが

好ましい。 

主観 

要件 

①開発企画書、開発進展報告、技術関連

資料、設計図面の案などに記載された完

成者の名前。 
②技術の合法譲渡に関する契約書、譲渡

対価支払いの領収書、譲渡された技術資

料原本、説明など 

関係技術の入手ルートを証明する

ばかりでなく、当該入手ルートが、

合法的であることも証明する必要

がある。 
 

行為 

要件 

①技術関連資料 
 先使用技術が実施される製品の製造に 
必要な製品設計図、製品施工図、鍵とな

る部品部材の加工図などの完全な生産技

術資料と技術的図面 
 技術鑑定報告書、技術成果報告書、技術 
実現可能性報告書、技術の実験に係る報

告書など 
 他に技術内容を証明できる設計図、技術 
内容への研究又は実験内容を表明できる

書類など。 
②事業関連資料 
 販売、ライセンスなどの取引契約書、下 
請契約書など 
 事業計画書、事業提案書、事業開始決 
定書など 

技術関連資料については、技術の

研究・開発から実施までの全部の

過程における資料、報告書、図面

などに係る証拠は、何れも先使用

権の証拠として使用できる。当該

技術書類を先使用権の証拠として

使用するためには、関連技術内容

或は図面によって、先使用技術で

あることが明らかに判断できなけ

ればならない。 
 
 

 領収書、取引明細、財務書類など 
 カタログ、納品書など 
③設備関連資料 
 先使用行為実施に必須の工場の建物、作 
業場所を有する証拠など。 
 各種類の汎用設備、専用設備及び専用工 
具、ダイスなどの購入或は製造に係る証

拠。専用設備を必要としない場合には、

汎用設備が製品のサンプルを既に作り出

した証拠。 
製品を製造するために購入した必須の原

材料の購入又は製造に係る証拠。 

実施 

範囲 

 生産工場の規模、従業員の規模に係る証 

拠、例えば、工場の宣伝資料、従業員名

簿など。 

 先使用技術の製造に必要とされる設備 

の具有状況に係る証拠、例えば、設備リ

スト、設備の写真、設備の購入領収書、

設備購入記録など。 

 原材料の準備又は具有状況に係る証拠。 

例えば、原材料リスト、原材料の購入明

細、購入領収書など。 

 先使用技術に係る製品の製造、販売記 

録。例えば、製品の製造に関する下請契

約、販売契約、販売取引明細書など。 

 生産能力に関する説明。例えば、出願日 

前に保有した技術、設備、原材料、従業

員などの要素から、毎月、毎年達成でき

る生産能力などに係る説明。 

実施範囲の立証のための証拠は、

他の要件における証拠と重なる可

能性がある。従来範囲の標準につ

いて、現在は単なる量化標準では

なく、「専利出願日以前にすでにあ

る生産規模と、すでにある生産設

備を利用して又はすでにある生産

設備に基づいて達成できる生産規

模」であるため、専利出願日前に

達成できる生産規模を証明するの

がポイントになる。従って、具体

的な事件において、上記に列挙さ

れた証拠ばかりでなく、一連の証

拠と説明が、証拠チェーン(chain)

に形成されるのが望ましい。 
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公証とは、公証機関が自然人、法人による申請に応じて、法定手続

に基づき、民事法律行為、法的意義を有する事実と文書の真実性、合

法性について証明する活動を指します。 

中国で先使用権確保を行う際に、公証はよく利用されております。専利侵害事件にお

いて、被疑侵害者は先使用権抗弁を主張するケースは多いですが、多くの場合は、証拠

の真実性、証拠力に瑕疵があったので、裁判所に認められておりません。公証による先

使用権の証拠を確保できれば、関係証拠の真実性と証明能力を高めることができます。 

 
■公証による先使用権確保の手順 

①代理人との事前

打ち合わせ 

代理人と事前に打合せを行い、公証に必要な書類、技術内容、

設備情況を把握する。 

②公証に必要な技

術資料の用意 

上記の「先使用権確保に必要な証拠」をご参考ください。 

③公証機関の選定 通常、幾つかの公証機関を比べた後、地元の有名な公証機関を

選ぶ。 

④公証申請必要書

類の準備 

公証機関の要求にしたがって、申請書類を提出する必要がある。 

⑤公証機関に対す

る公証の申請及び

情況説明  

公証人と事前に打合せを行い、公証対象の情況、製造ラインの

概要などを説明する。必要に応じては、公証人と共に工場へ赴

き、技術者による説明を聞き、製造ラインなどを見学できる。 

⑥公証の実施 通常、製造ラインの撮影を行い、DVD を作成したうえ、製造実

施状況、製造規模等を示す資料等と一緒にダンボール等に入れ

た後、封印する。 

⑦公証書の発行 通常、公証を行ってから 1 週間以内に公証書が発行される。 
 

タイムスタンプによる先使用権確保とは、第三者機関が、電子データ

に対して正確なタイム情報を付与することにより、その時点での電子デ

ータの存在証明と非改ざん証明を確保することを指します。タイムスタ

ンプ技術は、インターネット上の電子署名技術に対する発展と応用で、当該技術は、通

説明 

説明 
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公証とは、公証機関が自然人、法人による申請に応じて、法定手続

に基づき、民事法律行為、法的意義を有する事実と文書の真実性、合

法性について証明する活動を指します。 

中国で先使用権確保を行う際に、公証はよく利用されております。専利侵害事件にお

いて、被疑侵害者は先使用権抗弁を主張するケースは多いですが、多くの場合は、証拠

の真実性、証拠力に瑕疵があったので、裁判所に認められておりません。公証による先

使用権の証拠を確保できれば、関係証拠の真実性と証明能力を高めることができます。 

 
■公証による先使用権確保の手順 

①代理人との事前

打ち合わせ 

代理人と事前に打合せを行い、公証に必要な書類、技術内容、

設備情況を把握する。 

②公証に必要な技

術資料の用意 

上記の「先使用権確保に必要な証拠」をご参考ください。 

③公証機関の選定 通常、幾つかの公証機関を比べた後、地元の有名な公証機関を

選ぶ。 

④公証申請必要書

類の準備 

公証機関の要求にしたがって、申請書類を提出する必要がある。 

⑤公証機関に対す

る公証の申請及び

情況説明  

公証人と事前に打合せを行い、公証対象の情況、製造ラインの

概要などを説明する。必要に応じては、公証人と共に工場へ赴

き、技術者による説明を聞き、製造ラインなどを見学できる。 

⑥公証の実施 通常、製造ラインの撮影を行い、DVD を作成したうえ、製造実

施状況、製造規模等を示す資料等と一緒にダンボール等に入れ

た後、封印する。 

⑦公証書の発行 通常、公証を行ってから 1 週間以内に公証書が発行される。 
 

タイムスタンプによる先使用権確保とは、第三者機関が、電子データ

に対して正確なタイム情報を付与することにより、その時点での電子デ

ータの存在証明と非改ざん証明を確保することを指します。タイムスタ

ンプ技術は、インターネット上の電子署名技術に対する発展と応用で、当該技術は、通

説明 

説明 

常の署名と同様に日時を原文の内容に加えてから署名することです。タイムスタンプに

よる先使用権確保は、権威性と公正性を有する第三者によって完成されますので、その

証拠力は確保できます。 

中国では、証拠の確定、企業の営業秘密保護、著作権保護などにおいて、タイムスタ

ンプの使用を開始しており、裁判実務においても、タイムスタンプを利用した電子証拠

が認められた実例が見られます。 
■タイムスタンプによる先使用権確保の留意点 

タイムスタンプに

よる確保ができる

書類に関して 

先使用権確保において、関連の技術書類ばかりでなく、工場の

製造ライン、工場設備も重要な証拠となる。タイムスタンプに

よる、技術資料などの電子書類の確定日付を証明できるが、工

場の実際の製造状況などを証明しにくい。つまり、タイムスタ

ンプのみで、先使用権の必要証拠を完全に確保できないと考え、

公証と合わせて使用したほうがよい。 
タイムスタンプ確

保を行った電子資

料の保管に関して 

タイムスタンプによる確保を行った先使用権に関する資料につ

いては、修正などを行ってはいけない。修正を行った場合は、

タイムスタンプの検証を受けることができない。したがって、

タイムスタンプ確保を行った資料について、修正を行う場合は、

適期に改めてタイムスタンプによる確保を行う必要がある。 

 

 

 
1998 年 5 月 17 日、中国では最初の電子認証サービス機構が設立されたが、中華人民

共和国電子署名法が施行された 2005 年 4 月 1 日以降、中国では、すでに複数の電子認証

機構が設立され、そのうちの一部機構は、タイムスタンプサービスを提供している。目下、

北京における聯合信任タイムスタンプサービスセンター（Time  Stamp  Authority）は、

タイムスタンプサービス提供分野において有名な機構である。 
中国科学院国家授時中心は、中国標準時間、時間源を発布する唯一の機構である。北京

聯合信任タイムスタンプ服務中心と国家授時中心は、共同して国家デジタルタイムスタン

プサービスのシステムを開発・構築しているが、当該タイムスタンプサービスは、2007
年 5 月から運行し始め、現在、すでに中国の数社の版権中心により普及・応用されてい

る。

中国のタイムスタンプサービス機構紹介 
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説明 

第 4 章 模倣品対策の行政救済 
第１節 行政救済概要

１ 行政救済の方法

中国では、知的財産権侵害に遭遇した場合、権利者は、司法的な解決手段（司法ルー

ト）と、行政的な解決手段（行政ルート）を通じて、救済を求めることができます。 

 

「司法ルート」とは、権利者が他人による侵害行為に対して、民事訴訟法に基

づいて裁判所に訴訟を提起し、裁判所は関連法規に基づいて、その権利侵害者

に侵害行為の差し止めや影響の除去、謝罪及び損害賠償といった民事責任を命

じる方法です。 

「行政ルート」とは、中国各行政区の地方政府に設置された管轄行政機関が、当事者

からの侵害者の侵害行為に対する取締り請求に基づいて紛争を解決するための方法で

す。 

 

 

「司法ルート」と比べて、「行政ルート」は、請求手続が簡便で、行政

機関が対応する行動が迅速で、調査・処理が素早く、事件終結までの期

間が短く、コストが低いなどのメリットがあります。一方、損害賠償を請求できず、手

続の公開度と透明度が高くなく、不正や職務怠慢に遭遇する不確定な要素、又は地方主

義の影響を受けるデメリットがあります。そのため、侵害事件において、行政ルートに

より、解決できない場合、又は侵害者に対する取締りが一時的であるために再発する場

合、更に裁判所に救済を求める必要があります。 
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説明 

第 4 章 模倣品対策の行政救済 
第１節 行政救済概要

１ 行政救済の方法

中国では、知的財産権侵害に遭遇した場合、権利者は、司法的な解決手段（司法ルー

ト）と、行政的な解決手段（行政ルート）を通じて、救済を求めることができます。 

 

「司法ルート」とは、権利者が他人による侵害行為に対して、民事訴訟法に基

づいて裁判所に訴訟を提起し、裁判所は関連法規に基づいて、その権利侵害者

に侵害行為の差し止めや影響の除去、謝罪及び損害賠償といった民事責任を命

じる方法です。 

「行政ルート」とは、中国各行政区の地方政府に設置された管轄行政機関が、当事者

からの侵害者の侵害行為に対する取締り請求に基づいて紛争を解決するための方法で

す。 

 

 

「司法ルート」と比べて、「行政ルート」は、請求手続が簡便で、行政

機関が対応する行動が迅速で、調査・処理が素早く、事件終結までの期

間が短く、コストが低いなどのメリットがあります。一方、損害賠償を請求できず、手

続の公開度と透明度が高くなく、不正や職務怠慢に遭遇する不確定な要素、又は地方主

義の影響を受けるデメリットがあります。そのため、侵害事件において、行政ルートに

より、解決できない場合、又は侵害者に対する取締りが一時的であるために再発する場

合、更に裁判所に救済を求める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

模倣品の類型と対応する行政機関

知的財産権侵害に当り、「行政ルート」にて救済を求める場合、模倣品の類型により、

それぞれ対応する行政機関に請求しなければなりません。中国は日本と異なり、中国各

行政区の地方政府において、それぞれの管轄行政機関が設置されています。 

 

 

 

（1）商標権侵害 

国家工商行政管理総局は国務院の直属機関として、北京に設置され、各省、市には省級工

商行政管理局と市級工商行政管理局が設けられている。都市毎には区域に応じた管轄区に

分けられ、若干の工商行政管理支局も設けられている。国家工商行政管理総局と省級工商

行政管理局は職能機構であって、具体的な取締行動を行わない。 

各地方工商行政管理局は、出願の受理や審査はしないが、上級機関の指導を受け、地方レ

ベルで商標法に基づく商標侵害行為の取締り及び不正競争法に基づく不正競争行為の取

締り、紛争調停などを行う。地方工商行政管理局では、商標権侵害行為を認定した場合、

侵害行為の差止め、侵害行為を構成する商品及びこれら商品の製造又は登録商標表示の偽

造に用いられる専有設備の没収、廃棄をすることができ、行政罰として罰金を課すること

ができる。 

そのため、商標権侵害又は不正競争行為侵害に遭遇し、行政ルートにより救済を求めたい

場合、各地方工商行政管理局に対して取締りを請求できる。但し、侵害によって生じた損

害について、その賠償請求を命ずることや、損害賠償額を認定することができない。 

（2）専利権侵害 

国家知識産権局は国務院の直属機関として、北京に設置され、各省、市には省級知識産権

局と市級知識産権局が設けられている。国家知識産権局と省級知識産権局は職能機構であ

って、具体的な取締行動を行わない。 

地方知識産権局は、出願の受理や審査はしないが、上級機関の指導を受けて、地方レベル

で専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に該当する)に基づき、行政ルートにおける

専利権紛争事件を処理する。そのため、専利権侵害事件で行政ルートにより救済を求めた

い場合、地方知識産権局に取締りを請求することができる。しかし、地方知識産権局の人
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員配置及び技術的な能力の問題で、実用新案権や意匠権に係る侵害事件である場合、処理

することができるが、発明特許権侵害事件については、技術的な能力を伴うことが多いの

で、発明特許権の侵害事件については、できるだけ裁判によって解決するほうがよい。地

方知識産権局は、当事者の申立事件を受理し、侵害の事実を認定した場合には、侵害行為

の差止め、侵害製品の専有製造設備の廃棄、侵害製品の廃棄などを命令することができる。

しかし、侵害によって発生した損害について、その賠償請求を命ずることや、損害賠償額

を認定することはできないが、当事者の請求を受けて、損害賠償額について調停を行うこ

とはできる。もし、調停が不調或いは不可能な場合には、当事者は民事訴訟法に基づいて、

裁判所に提訴することができる。 

（3）著作権侵害 

国家版権局及び中国新聞出版総署は、国務院の直属機関として共に行政機関であるが、行

政業務を執行するために二つの看板を揚げている。国家版権局は北京に配置され、各省、

市には省級版権局と市級版権局が設けられている。通常の著作権侵害に遭遇した場合、地

方における市級版権局に取締りを請求するが、重大な事件である場合、国家版権局又は省

級版権局へ取締りを請求すれば、当該版権局によって事件処理を行うことが可能である。 

版権局が著作権侵害の事実を認定した時、警告、行政罰金、侵害行為の差止め命令、不法

に得た利益、侵害品複製に用いた装置の没収及び侵害品の廃棄などをすることができ、加

えて行政罰としての罰金を課することができる。 

（4）その他の取締り管轄機関 

① 地方質量技術監督局による模倣品などの取締り 

産品質量法では、偽者商品を本物品であるかのように表示して販売することを禁じてお

り、これに違反した場合に地方質量技術監督局は製造者又は販売者に対して、製造及び販

売の中止、製造及び販売により得られた利益の没収、及び罰金の支払いを行政罰として命

令することができる。 

地方質量技術監督局による模倣品の取締りは、根拠となる法律が地方工商行政管理局によ

るものと異なるが、実際には両者の管轄権限は明確ではない。通常、侵害製品を製造する

段階において、地方質量技術監督局と地方工商行政管理局が管轄権を有するが、商品の流

通段階においては、地方工商行政管理局のみが管轄権を有する。 

② 税関による被疑貨物の差押さえ 
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方における市級版権局に取締りを請求するが、重大な事件である場合、国家版権局又は省

級版権局へ取締りを請求すれば、当該版権局によって事件処理を行うことが可能である。 

版権局が著作権侵害の事実を認定した時、警告、行政罰金、侵害行為の差止め命令、不法

に得た利益、侵害品複製に用いた装置の没収及び侵害品の廃棄などをすることができ、加

えて行政罰としての罰金を課することができる。 

（4）その他の取締り管轄機関 

① 地方質量技術監督局による模倣品などの取締り 

産品質量法では、偽者商品を本物品であるかのように表示して販売することを禁じてお

り、これに違反した場合に地方質量技術監督局は製造者又は販売者に対して、製造及び販

売の中止、製造及び販売により得られた利益の没収、及び罰金の支払いを行政罰として命

令することができる。 

地方質量技術監督局による模倣品の取締りは、根拠となる法律が地方工商行政管理局によ

るものと異なるが、実際には両者の管轄権限は明確ではない。通常、侵害製品を製造する

段階において、地方質量技術監督局と地方工商行政管理局が管轄権を有するが、商品の流

通段階においては、地方工商行政管理局のみが管轄権を有する。 

② 税関による被疑貨物の差押さえ 

税関は「知識産権税関保護条例」に基づいて、中国から輸出入される知的財産権侵害品の

取締りを行うことができる。 

知的財産権者は、中国で取得した知的財産権をあらかじめ税関に登録し、自社の知的財産

権の侵害品が中国から外国に流出する際、その侵害品を差押え、国外へ流出することを防

止するように税関に要請することができる。 

③ 公安による模倣品などの取締り 

中国の各省には公安庁が、各市には公安局が設置され、経済犯罪調査グループ/取締りグ

ループが設けられている。しかし公安機関は、一般の偽物・粗悪品の製造・販売、及び知

的財産権侵害等の違法行為に対する告発及び処理請求を受理することは少ない。但し、刑

事事件又は重大な知的財産権事件の場合には、その告発と処理請求を受理することができ

る。 
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説明 

第２節 模倣品対策の一般行政取締

工商行政管理局による取締

適用法律と取締対象

中国では、登録商標侵害の模倣品に関して取締りをする場合、「中華人民共

和国商標法」、「中華人民共和国商標法実施条例」、「不正競争防止法」等の

法律・法規を根拠とし、応用しています。 

取締り対象には、主に模倣・粗悪品を製造・販売する他人の商標を侵害・盗用するメ

ーカー、販売者又は不正競争を行うメーカー、販売者が含まれます。 

 

取締手続き

商標権者は、自分の登録商標専用権が他人に侵害された場合、侵害行

為発生地、又は侵害製品を製造する県級以上の工商行政管理局（以下、

「工商局」という）に取締りを請求することができます。ただし、取締

りを請求する場合、関連書類及び証拠を提出する必要があります。具体的な書類、工商

局の処理過程、並びに処理結果などについて、下記のとおり紹介します。 

 

提出書類及び証拠 

① 外国企業として代理人を依頼する必要があり、授権委任状が必須である。 

② 権利者の有効な全部事項証明書と商標登録証明書を提出する。 

③ 取締請求書類を提出するが、その中には請求対象、侵害事実と事由、法的根拠及び処

理要求等の内容を明記する。 

④ 必要な権利侵害証拠と証拠の出所を提出する必要があるが、それには権利侵害実物、

権利侵害標識、写真等が含まれる。 

商標権者が外国企業である場合、授権委任状と全部事項証明書は日本で公証・認証を行う

必要がある。 

取締手続きの請求過程 

管轄権を有する工商局へ取締りを請求する前に、事前のアポイントメントを取る必要があ

り、工商局への請求時に、工商局の担当者は、請求者より提供された書類と証拠などを審

査した後、間違いがなければ受理する。各地方の工商局のやり方により取締り方法も異な 
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説明 

第２節 模倣品対策の一般行政取締

工商行政管理局による取締

適用法律と取締対象

中国では、登録商標侵害の模倣品に関して取締りをする場合、「中華人民共
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ーカー、販売者又は不正競争を行うメーカー、販売者が含まれます。 
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商標権者は、自分の登録商標専用権が他人に侵害された場合、侵害行

為発生地、又は侵害製品を製造する県級以上の工商行政管理局（以下、

「工商局」という）に取締りを請求することができます。ただし、取締

りを請求する場合、関連書類及び証拠を提出する必要があります。具体的な書類、工商

局の処理過程、並びに処理結果などについて、下記のとおり紹介します。 

 

提出書類及び証拠 

① 外国企業として代理人を依頼する必要があり、授権委任状が必須である。 

② 権利者の有効な全部事項証明書と商標登録証明書を提出する。 

③ 取締請求書類を提出するが、その中には請求対象、侵害事実と事由、法的根拠及び処

理要求等の内容を明記する。 

④ 必要な権利侵害証拠と証拠の出所を提出する必要があるが、それには権利侵害実物、

権利侵害標識、写真等が含まれる。 

商標権者が外国企業である場合、授権委任状と全部事項証明書は日本で公証・認証を行う

必要がある。 

取締手続きの請求過程 

管轄権を有する工商局へ取締りを請求する前に、事前のアポイントメントを取る必要があ

り、工商局への請求時に、工商局の担当者は、請求者より提供された書類と証拠などを審

査した後、間違いがなければ受理する。各地方の工商局のやり方により取締り方法も異な 

説明 

る。一般的な地方工商局は、案件を受理した後、被請求者を管轄する工商支局又は工商所

に連絡する。管轄権を有する支局又は工商所は、管轄区内の企業又は店舗を管理するため、

直接取締り行動を行うことが殆どである。取締りを担当する担当官の都合にもよるが当日

現場へ取締りに赴かせることができるが、後日に取締りを手配することの方が多い。 

取締り結果の処理 

取締り時に、権利侵害製品を見つけた場合には、工商局はその侵害製品等を差押える。一

般的には、工商局は、被請求者に 15 日間の答弁期間を与え、非侵害証拠を提出するよう

に求める。被請求者が非侵害証拠を提出しない場合、現地工商局より上級工商局へ報告し、

行政処罰決定の発行を請求する。同工商局は上級工商局より許可を得た後、行政処罰書を

発行し、押収した侵害商品を処分する。被請求者に対する行政処罰決定の発行については、

通常、3 ヶ月内に決着することができるが、複雑な案件の場合、延長することもできる。

被請求者は工商局の処罰に対して、不服な場合、行政復議を提出することができる。その

ため、工商局は、類似商標侵害案件又は、渉外案件の場合には、上級工商局の法律処に報

告して、侵害か否かの判断を求めた後、処理する。 

 

日本企業の注意点

企業において、知的財産権管理を強化し、企業に潜在する知的財産の

巨大な商業価値を発掘することは、激化する競争におかれている企業に

とって必要不可欠なものとなっています。日本企業、特に大手企業においては、既に知

的財産権保護活動を核とする戦略発展モデルが形成されています。しかし、中国では市

場経済が開始されてから比較的時間が浅く、知的財産権に対する法的保護システムがま

だ不完全で、且つ少数企業の知的財産権に対する意識が相当希薄であるため、日中企業

の間では知的財産権に係るトラブルが常に発生しています。トラブルに従いまして、自

社の合法的な権益を保護するために、下記の問題に留意することが大事です。 

現在、模倣業者の模倣技術が向上し、模倣品取引も更に隠匿することが多くなり、模

倣品を製造・販売する場所を特定することが難しくなっています。そのため、正式な取

締りの前に十分に調査する必要があります。たとえ、侵害証拠を入手したとしても、取

締り時に、空振りになれば、行政機関にとっても好ましくないことです。 

113

第２節 模倣品対策の一般行政取締



 
 

22 

また、侵害証拠について、一部分の行政機関は、証拠に対して要求が厳しくなってい

ます。そのため、正式に取締りを請求する前に、行政機関と連絡を取って、証拠に対す

る要求を確認することをお勧めします。 

 

関連取締事例

 事例①「SANYO」登録商標専用権の保護に係るケース 

浙江省湖州市工商局南潯分局は、2009年6月初めに三洋電機株式会社の代理人から、

「浙江省XXXX電梯有限公司が製造輸出するエレベーターが三洋電機株式会社の登録

商標権を侵害した」という取締請求を受理しました。調査を経て、浙江省XXXX電梯有

限公司は、2007年以降、無錫XX電梯有限公司及び香港三洋電梯扶梯有限公司（SANYO 

ELEVATORS AND ESCALATORS CO.,LIMITED）と、その製造するエレベーターを

輸出するための「エレベーター・プラント設備専用発注契約書」を締結しました。その

うち当事者が締結した「エレベーター・プラント設備専用発注契約書」中にある6台の

エレベーターの制御ボックス表面にそれぞれ「SANYO ELEVATORS &AND 

ESCALATORS」及び「SANYO ELEVATORS AND ESCALATORS CO.LIMITED」

という標章を使用することに関わり、エレベーターが合計6台で、合計設備代金655,344

元について、全て納品及び支払が済んでいました。湖州市工商局南潯分局は、2009年7

月に当事者が商標権利侵害の嫌疑に関わる行為につき、事件として調査を開始しました。

調査を経て、当事者は、上記の標章を使用するのに「SANYO」登録商標専用権者より

授権を得ておらず、上記の商品はいずれも「SANYO」登録商標専用権侵害の商品に該

当すると判断しました。最終的に、湖州市工商局南潯分局は、浙江省XXXX電梯有限公

司に対して、処罰を与えました。 

 

 事例②日本日水株式会社の登録商標侵害事件 

日本日水株式会社の 5 名は 2011 年 7 月 12 日、青島開発区工商分局に、開発区にあ

る某企業がその商標専用権を侵害したと取締りを請求しました。当工商分局は、事件を

受理した後、直ちに 4 名の法律執行者を派遣して、開発区長江中路にある住宅ビルより、

ネットワーク販売をしている当該企業を現場にて調べ、侵害品を押収しました。現場で

初歩的な調査を行い、現場製品展示棚に置かれている当該企業が製造販売している各種 

114

第４章 模倣品対策の行政救済



 
 

22 

また、侵害証拠について、一部分の行政機関は、証拠に対して要求が厳しくなってい

ます。そのため、正式に取締りを請求する前に、行政機関と連絡を取って、証拠に対す

る要求を確認することをお勧めします。 

 

関連取締事例

 事例①「SANYO」登録商標専用権の保護に係るケース 

浙江省湖州市工商局南潯分局は、2009年6月初めに三洋電機株式会社の代理人から、

「浙江省XXXX電梯有限公司が製造輸出するエレベーターが三洋電機株式会社の登録

商標権を侵害した」という取締請求を受理しました。調査を経て、浙江省XXXX電梯有

限公司は、2007年以降、無錫XX電梯有限公司及び香港三洋電梯扶梯有限公司（SANYO 

ELEVATORS AND ESCALATORS CO.,LIMITED）と、その製造するエレベーターを

輸出するための「エレベーター・プラント設備専用発注契約書」を締結しました。その

うち当事者が締結した「エレベーター・プラント設備専用発注契約書」中にある6台の

エレベーターの制御ボックス表面にそれぞれ「SANYO ELEVATORS &AND 

ESCALATORS」及び「SANYO ELEVATORS AND ESCALATORS CO.LIMITED」

という標章を使用することに関わり、エレベーターが合計6台で、合計設備代金655,344

元について、全て納品及び支払が済んでいました。湖州市工商局南潯分局は、2009年7

月に当事者が商標権利侵害の嫌疑に関わる行為につき、事件として調査を開始しました。

調査を経て、当事者は、上記の標章を使用するのに「SANYO」登録商標専用権者より

授権を得ておらず、上記の商品はいずれも「SANYO」登録商標専用権侵害の商品に該

当すると判断しました。最終的に、湖州市工商局南潯分局は、浙江省XXXX電梯有限公

司に対して、処罰を与えました。 

 

 事例②日本日水株式会社の登録商標侵害事件 

日本日水株式会社の 5 名は 2011 年 7 月 12 日、青島開発区工商分局に、開発区にあ

る某企業がその商標専用権を侵害したと取締りを請求しました。当工商分局は、事件を

受理した後、直ちに 4 名の法律執行者を派遣して、開発区長江中路にある住宅ビルより、

ネットワーク販売をしている当該企業を現場にて調べ、侵害品を押収しました。現場で

初歩的な調査を行い、現場製品展示棚に置かれている当該企業が製造販売している各種 

製品の外包装上には、登録商標に類似している商標が、さらに現場に置かれている製品

仕様書及び 1000 種ほどの製品上にも、類似している商標が印刷されていました。当該

企業は、現場にて商標登録証書を提供できなかったので、法律執行者は、その場におい

て被疑商標権侵害となる一部の製品及び製品包装を法により差押えました。最終的には、

青島開発区工商分局が、侵害者に対して行政処罰を与えました。 

 

 

知識産権局による取締

適用法律と取締対象

中国では、専利権侵害である模倣品を発見した場合、「中華人民共和国専

利法」、「中華人民共和国専利法実施細則」に基づき、地方の知識産権局へ

取締りを請求することができます。

取締対象としては、他人の専利権を侵害するメーカー、専利権侵害製品を販売する業

者が含まれます。 

 

取締手続き

専利法の関連規定には、｢専利権者の許諾を得ずにその専利を実施し、その専利権を

侵害したことにより紛争が発生した場合、当事者は話し合いにより紛争を解決するもの

とする。話し合いの意思がなく、又は話し合いが合意に至らなかった場合、専利権者又

は利害関係者は、裁判所に提訴し、又は知識産権局にその処理を請求することができる｣

と規定しています。そのため、専利権侵害により、行政ルートによって救済を求めたい

場合、侵害行為地、又は侵害製品を製造するメーカー所在地の地方知識産権局に取締り

を請求することができます。取締りを請求した場合、提出が必要な関連書類及び証拠、

その処理の過程、並びに処理結果などについて、下記のとおり紹介します。 

 

提出書類及び証拠 

① 授権委任状を提出する（外国企業の場合）。 

② 有効な営業証明書（全部事項証明書）を提出する。 

③ 国家知識産権局より公告された係争専利権証明の謄本、専利明細書と前回の年金納付
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の領収書の写しを提出する。 

④ 請求書には、権利侵害対象、侵害事実と事由、法的根拠及び請求事項等を明記する必

要がある。 

⑤ 被請求者が権利者の許諾を得ずに、その専利を実施したことを証明できる書証、物証、

鑑定結果などの関連証拠を提出する。 

権利者が外国人、又は外国企業である場合、上記の①、②について、所在国でそれぞれ公

証、認証手続きが必要である。 

取締り受理 

管轄権を有する知識産権局へ取締り請求を行う場合、事前に予約を入れる必要がある。知

識産権局へ請求を行った場合、知識産権局の担当官は、請求者より提供された関連書類等

を厳密に審査し、書類上の不備がないと判断した場合はそれを受理する。 

実地検証と口頭審理 

知識産権局は、正式に受理した後、被請求者の現場へ実地検証を実施する。実地検証は、

知識産権局が相手側に通知することなしに、相手側の所在地へ赴き、侵害品のサンプルを

取り寄せ、侵害品の在庫、製造状況などを確認の上、記録するという手続きである。また、

実地検証に請求者が同行できない場合は、実地検証の現場で、担当官が請求者の申請書及

び証拠を被申請者に交付する。 

実地検証を行なった後、被申請者は、答弁期間内に答弁を行い、知識産権局は合議体を構

成して、当事者へ通知の上、口頭審理を行う。口頭審理の通知は、少なくとも5日前に当

事者に告知する。 

合議体は、口頭審理をし、合議を行ったうえ、被申請者の行為が侵害に該当するか否かに

ついて判断する。被申請者の行為が権利侵害に該当すると判断した場合は、行政取締りを

行なう。 

処理結果 

知識産権局は、権利侵害者の権利侵害事実及び関連証拠に基づき、侵害行為が成立し、且

つ権利侵害の事実が明白で、その証拠が確実で、行政処罰規定に合致すると認められる場

合、行政処罰の決定が下される。専利の偽造・偽称行為が犯罪とみなされる場合は、公安

局に移送する。専利権侵害取締り案件において、知識産権局は通常立件から２ヶ月以内に

処罰決定を下し、案件を終結させる。事情により、期限を延長する必要がある場合、2 ヶ
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の領収書の写しを提出する。 

④ 請求書には、権利侵害対象、侵害事実と事由、法的根拠及び請求事項等を明記する必

要がある。 

⑤ 被請求者が権利者の許諾を得ずに、その専利を実施したことを証明できる書証、物証、

鑑定結果などの関連証拠を提出する。 

権利者が外国人、又は外国企業である場合、上記の①、②について、所在国でそれぞれ公

証、認証手続きが必要である。 

取締り受理 

管轄権を有する知識産権局へ取締り請求を行う場合、事前に予約を入れる必要がある。知

識産権局へ請求を行った場合、知識産権局の担当官は、請求者より提供された関連書類等

を厳密に審査し、書類上の不備がないと判断した場合はそれを受理する。 

実地検証と口頭審理 

知識産権局は、正式に受理した後、被請求者の現場へ実地検証を実施する。実地検証は、

知識産権局が相手側に通知することなしに、相手側の所在地へ赴き、侵害品のサンプルを

取り寄せ、侵害品の在庫、製造状況などを確認の上、記録するという手続きである。また、

実地検証に請求者が同行できない場合は、実地検証の現場で、担当官が請求者の申請書及

び証拠を被申請者に交付する。 

実地検証を行なった後、被申請者は、答弁期間内に答弁を行い、知識産権局は合議体を構

成して、当事者へ通知の上、口頭審理を行う。口頭審理の通知は、少なくとも5日前に当

事者に告知する。 

合議体は、口頭審理をし、合議を行ったうえ、被申請者の行為が侵害に該当するか否かに

ついて判断する。被申請者の行為が権利侵害に該当すると判断した場合は、行政取締りを

行なう。 

処理結果 

知識産権局は、権利侵害者の権利侵害事実及び関連証拠に基づき、侵害行為が成立し、且

つ権利侵害の事実が明白で、その証拠が確実で、行政処罰規定に合致すると認められる場

合、行政処罰の決定が下される。専利の偽造・偽称行為が犯罪とみなされる場合は、公安

局に移送する。専利権侵害取締り案件において、知識産権局は通常立件から２ヶ月以内に

処罰決定を下し、案件を終結させる。事情により、期限を延長する必要がある場合、2 ヶ

 
 

23 

説明 

月間延長することができる。再度期限を延長する必要がある場合は、局長の決裁が必要で

ある。 

 

日本企業の注意点

専利権侵害案件の処理において、侵害行為が成立すると認定された場

合、権利侵害者に対して即時に権利侵害行為を停止するよう命じること

ができ、当事者の請求に応じて、専利権侵害の賠償金額について調停を行うことができ

ます。調停が合意に至らなかった場合、当事者は裁判所に訴訟を提起することができま

す。 

また「特許行政法執行弁法」に、「特許権侵害紛争が実用新案又は意匠に係る場合、

特許行政管理局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書の提出

を求めることができる」と規定されています。そのため、地方知識産権局へ取締りを請

求する場合、事前に実用新案又は意匠に係わる評価報告書を準備したほうがよいと思わ

れます。更に意匠権侵害事件の場合、知識産権局は、意匠権の図面と侵害製品の間の対

比図を要求することが多いので、事前にその対比図を準備する必要があります。 

なお、通常、工商局などに取締りを請求した場合、官費は必要ありませんが、専利権

侵害手続きにおいて、請求者は、現場検証を実施するための費用を納付する必要があり

ます。 

 

関連取締事例

 事例①シーメンス社に関わる特許権侵害事件

シーメンス社は、中国知識財産権局から法により授権された中国専利（連結メカニズ

ム専利番号： ZL96197937.2）などを保有していています。同社（シーメンス社）は、

浙江省温州市のあるグループ会社が販売している遮断機、コンストラクター、過負荷熱

リレーなどによって、その保有する専利を侵害されていることを発見しました。調査処

理の効果を保証するために、シーメンス社は、弁護士に対して係争特許と関連製品に係

る分析と鑑定を依頼して、その後温州市知識財産局に対し取締りを請求しました。温州

市知識財産局は、「取締請求書」副本及び「答弁通知書」を当該グループ会社に送達し、

かつ実地調査を行いました。 
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調査において、当該グループ会社から和解請求が提出されました。相手の和解による

誠意を考え、シーメンス社も和解手続に同意しました。数回にわたる交渉と弁護士の努

力によって、双方は、2012 年 6 月に和解協議に最終合意しました。つまり、当該グル

ープ会社は、直ちに関連製品の販売と販売の申し出行為を停止し、在庫の被疑侵害製品

を廃棄して賠償をすることに同意しました。温州市知識財産権局は、法により行政和解

書を発行して双方の和解協議が有効であることを確認しました。 

 

 

版権局による取締

適用法律と取締対象

中国の版権局は、主に「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国著作権

法実施条例」、「コンピューター・ソフトウェア保護条例」、「情報ネットワーク

伝達権保護条例」、「コンピューター・ソフトウェア著作権登録弁法」、「著作物

自由意思登録弁法」、「著作権行政処罰実施弁法」、「万国著作権条約（UCC）」などの法

律、法規、規章、国際条約を準拠法として、取締りを実施しています。 

版権局の取締り対象は、主に海賊版の書籍、録画・録音著作物、ソフトウェア等、及

びそれらを製造・販売する企業又は個人です。 

また、インターネットの普及に伴い、その取締対象も拡大されつつあります。現在は、

著作権者から授権することなしに、文字著作物、音楽著作物、録画・録音著作物等の著

作物をインターネットにアップロードし、公衆にダウンロード、オンライン放送などの

サービスを提供するウェブサイトの経営者、正規のインターネット・ゲームを模倣する

ゲーム経営者等の権利侵害者が取締りの対象になっています。 

 

取締手続き

提出書類と証拠 

① 授権委任状を提出する。 

② 有効な営業証明書（全部事項証明書）を提出する。 

③ 合法的な権利証明を提出する。 

④ 取締り請求書には当事者の姓名（又は名称）、所在地及び取調べを要求する根拠とな
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調査において、当該グループ会社から和解請求が提出されました。相手の和解による

誠意を考え、シーメンス社も和解手続に同意しました。数回にわたる交渉と弁護士の努

力によって、双方は、2012 年 6 月に和解協議に最終合意しました。つまり、当該グル

ープ会社は、直ちに関連製品の販売と販売の申し出行為を停止し、在庫の被疑侵害製品

を廃棄して賠償をすることに同意しました。温州市知識財産権局は、法により行政和解

書を発行して双方の和解協議が有効であることを確認しました。 

 

 

版権局による取締

適用法律と取締対象

中国の版権局は、主に「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国著作権

法実施条例」、「コンピューター・ソフトウェア保護条例」、「情報ネットワーク

伝達権保護条例」、「コンピューター・ソフトウェア著作権登録弁法」、「著作物

自由意思登録弁法」、「著作権行政処罰実施弁法」、「万国著作権条約（UCC）」などの法

律、法規、規章、国際条約を準拠法として、取締りを実施しています。 

版権局の取締り対象は、主に海賊版の書籍、録画・録音著作物、ソフトウェア等、及

びそれらを製造・販売する企業又は個人です。 

また、インターネットの普及に伴い、その取締対象も拡大されつつあります。現在は、

著作権者から授権することなしに、文字著作物、音楽著作物、録画・録音著作物等の著

作物をインターネットにアップロードし、公衆にダウンロード、オンライン放送などの

サービスを提供するウェブサイトの経営者、正規のインターネット・ゲームを模倣する

ゲーム経営者等の権利侵害者が取締りの対象になっています。 

 

取締手続き

提出書類と証拠 

① 授権委任状を提出する。 

② 有効な営業証明書（全部事項証明書）を提出する。 

③ 合法的な権利証明を提出する。 

④ 取締り請求書には当事者の姓名（又は名称）、所在地及び取調べを要求する根拠とな
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る主な事実・理由を説明しなければならない。 

⑤ 被侵害著作物（又は製品）及びその他の証拠を提出しなければならない。  

上記の①、②について、外国企業である場合、通常、所在国で公証・認証手続きが必要で

ある。 

取締り手続き請求過程 

著作権侵害事件に遭遇した場合、事件の性質により、国家版権局、又は地方版権局へ取締

りを請求することができる。また、版権局へ取締りを請求する前に、事前にアポイントメ

ントを取る必要がある。版権局は、全ての請求資料を受領した後、受理するか否かを決定

し、且つ請求者に通知する。受理しない場合は、書面によって理由を通達する。 

各地方の版権局のやり方により取締り方法も異なっている。一般的な版権局は、案件を受

理した後、文化執法管理機関という部門に連絡する。版権局の担当官は、文化執法管理機

関と一緒に取締り活動を実施する。当日現場へ取締りに赴かせることができるが、侵害事

件が多いため、後日に取締りを手配することが多い。 

行政取締り後の処理結果 

版権局は、侵害事実及び関連証拠に基づいて、侵害行為が成立し、侵害と認めた場合、被

請求者に対する処分を行い、行政処罰決定書を発行することができる。侵害金額が刑法に

規定された基準になった場合は、公安局に移送する。 

(3)日本企業の注意点 

著作権侵害で取締手続を請求する際に、日本企業は以下の点を留意す

る必要があります。 

① 著作権は、商標権と専利権と異なり、著作物が生まれた段階から

その権利を有することになりますので、多くの著作権者は、自分が創作した著作物につ

いて、登録手続きを行っていません。著作権侵害行為を発見し、版権局へ取締りを請求

した場合、合法的な権利証明を提出できず、又は権利証明の証拠が不備であるため、受

理されない可能性があります。そのため、自社が創作した著作物、又は設計されたソフ

トウェア著作物について、早めに版権局へ著作権登録手続きをする方が得策であると思

われます。そうすれば、権利侵害事件があった場合、著作権を保有する初歩的な証明と

して利用することができます。 

② また、著作権侵害で取締り手続を請求する際に、普通の著作物であれば、真贋製
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品の対比図を提供するのが好ましいですが、ソフトウェア著作権侵害事件について、版

権局では技術的な能力に限りがあるので、請求者は、事前に専門的な鑑定局へ依頼して

鑑定書を準備したほうがよいと思われます。 

 

関連取締事例

 事例①著作権侵害事件 

盛大文学有限公司は 2010 年 9 月、ネットワーク技術手段を利用して同公司が経営し

ている「起点中文網」における独自な情報ネットワーク伝播権のある文字著作物が、著

作権者の許可を得ることなしに大量に編集及び複製され、同様に著作権者の許可を得る

ことなしに「小説 520 網」に掲載されていることを事由に、徐州市版権局に対して、

取締りを請求しました。徐州市版権局は調査を経て、侵害行為が成立すると認定し、

2011 年 1 月 18 日に著作権法第 48 条及びその実施条例第 3 条の規定に基づき、侵害行

為を停止し、不法所得を没収し、及び被疑侵害複製物の製作に用いた道具と設備を押収

することを命ずる行政処罰を下しました。2009 年 3 月から調査まで、「小説 520 網」

がウェブサイトにおいて費用収受という広告発布の方式を通じて合計 2,669,938.49 元

を取得していたので、公安機関に移送しました。徐州市裁判所は、2011 年 12 月 12 日

に刑法第 217 条に基づき、主犯の A に対しては著作権侵害罪で懲役 4 年に処し、300

万元の罰金を言い渡しました。その他、B に対しては、当該罪で懲役 3 年、執行猶予 4

年と 270 万元の罰金刑が、以下それぞれが当該罪で、C には懲役 2 年 6 ヶ月、執行猶

予 3 年と 10 万元の罰金刑が、D には懲役 2 年、執行猶予 3 年と 8 万元の罰金刑が、E

には懲役 1 年 2 ヶ月、執行猶予 2 年と 5 万元の罰金刑が、F には懲役 1 年 2 ヶ月と 5

万元の罰金刑が、G には懲役 1 年、執行猶予 2 年と 3 万元の罰金刑が、H には懲役 1

年間と 3 万元の罰金刑が科されました。さらに、不法所得として 2,669,938.49 元を国

庫に追加納付するという一審判決が言い渡されました。 

 

 事例②海賊版書籍販売事件  

国家版権局は 2011 年 2 月、権利者の取締り請求を受けて、淘宝網における店舗が海

賊版出版物を販売している疑いがあるという事件を受理しました。国家版権局を始めと

して、公安部、北京市文化法律執行総隊及び北京市公安局治安管理総隊からなる専門チ
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品の対比図を提供するのが好ましいですが、ソフトウェア著作権侵害事件について、版

権局では技術的な能力に限りがあるので、請求者は、事前に専門的な鑑定局へ依頼して

鑑定書を準備したほうがよいと思われます。 

 

関連取締事例

 事例①著作権侵害事件 

盛大文学有限公司は 2010 年 9 月、ネットワーク技術手段を利用して同公司が経営し

ている「起点中文網」における独自な情報ネットワーク伝播権のある文字著作物が、著

作権者の許可を得ることなしに大量に編集及び複製され、同様に著作権者の許可を得る

ことなしに「小説 520 網」に掲載されていることを事由に、徐州市版権局に対して、

取締りを請求しました。徐州市版権局は調査を経て、侵害行為が成立すると認定し、

2011 年 1 月 18 日に著作権法第 48 条及びその実施条例第 3 条の規定に基づき、侵害行

為を停止し、不法所得を没収し、及び被疑侵害複製物の製作に用いた道具と設備を押収

することを命ずる行政処罰を下しました。2009 年 3 月から調査まで、「小説 520 網」

がウェブサイトにおいて費用収受という広告発布の方式を通じて合計 2,669,938.49 元

を取得していたので、公安機関に移送しました。徐州市裁判所は、2011 年 12 月 12 日

に刑法第 217 条に基づき、主犯の A に対しては著作権侵害罪で懲役 4 年に処し、300

万元の罰金を言い渡しました。その他、B に対しては、当該罪で懲役 3 年、執行猶予 4

年と 270 万元の罰金刑が、以下それぞれが当該罪で、C には懲役 2 年 6 ヶ月、執行猶

予 3 年と 10 万元の罰金刑が、D には懲役 2 年、執行猶予 3 年と 8 万元の罰金刑が、E

には懲役 1 年 2 ヶ月、執行猶予 2 年と 5 万元の罰金刑が、F には懲役 1 年 2 ヶ月と 5

万元の罰金刑が、G には懲役 1 年、執行猶予 2 年と 3 万元の罰金刑が、H には懲役 1

年間と 3 万元の罰金刑が科されました。さらに、不法所得として 2,669,938.49 元を国

庫に追加納付するという一審判決が言い渡されました。 

 

 事例②海賊版書籍販売事件  

国家版権局は 2011 年 2 月、権利者の取締り請求を受けて、淘宝網における店舗が海

賊版出版物を販売している疑いがあるという事件を受理しました。国家版権局を始めと

して、公安部、北京市文化法律執行総隊及び北京市公安局治安管理総隊からなる専門チ

ームが設立されました。北京市文化法律執行総隊及び北京市公安局治安管理総隊は、ネ

ットワークでの手掛かりを調査分析し、各地を訪問し調査したうえ、不法侵害製品であ

る「軍隊院校招生文化科目統考復習叢書」を販売している容疑者 A と B に関する初歩

的な情報を把握しました。3 月 29 日に、北京市文化法律執行総隊、北京市公安局治安

管理総隊が北京市公安局海淀区分局と共同で海淀区籍海楼、海淀区図書ビルにおいて、

相次いで上記の二人を逮捕し、現場で不法侵害製品の「軍隊院校招生文化科目統考復習

叢書」66 冊を押収しました。4 月 2 日に審問を通じて把握した情報を手掛かりとして、

河北省石家庄市に赴き、当該書籍の不法印刷者である A を逮捕し、かつその住所で海

賊版の「軍隊院校招生文化科目統考復習叢書」6 冊を押収し、その他海賊版図書約 1000

冊、印刷機、コピー機各 1 台、並びに大量の広告資料を押収しました。また、B など 3

名は、著作権を侵害した容疑のため、海淀分局により刑事拘留されました。 
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その他機関による取締 

公安機関による取締

①適用法律と取締り対象

中国の公安機関は、主に「中華人民共和国刑法」に基づき、当該法律の関

連条項に違反したり、又は被疑違反した行為について調査・処罰します。 

公安機関が直接に告発・取締り請求を受理することは多くないですが、如

何なる組織及び個人も「刑法」の関連規定に違反する行為に対し、管轄権を有する公安

機関に告発することができます。つまり、商標、専利に対する詐称、著作権、営業秘密

等の分野での侵害犯罪になる可能性がある場合、公安機関は、請求者の取締り請求を受

理します。また、知的財産権を保護するため、公安機関は常に他の行政機関と共同で、

取締り行動を実施します。 

取締り対象としては、上記「刑法」の関連規定に違反した全ての個人又は企業などが

含まれます。 

 

②取締手続き

提出書類と証拠 

その他の機関と同じである。 

取締り過程 

管轄権を有する公安機関は、当事者又はその他政府機関からの取締り請求を受理した場

合、刑事事件であるために、直ちに公安人員を派遣することがあるが、事前に行った調査

を基にして、関連政府機関と提携し、取締り活動を実施することもある。 

行政取締り後の処理結果 

取締り時に権利侵害製品を見付けた場合、公安機関は、「刑法」の関連条項に違反した製

品及び当該製品の製造・販売に使用した原材料、包装、製造工具等を差押えることができ

る。当然、現場で被疑犯罪者を拘置することもできる。 

 

（ ）日本企業の注意点

公安機関が直接に取締り請求を受理することは多くないので、企業と 
説明 
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25 

その他機関による取締 

公安機関による取締

①適用法律と取締り対象

中国の公安機関は、主に「中華人民共和国刑法」に基づき、当該法律の関

連条項に違反したり、又は被疑違反した行為について調査・処罰します。 

公安機関が直接に告発・取締り請求を受理することは多くないですが、如

何なる組織及び個人も「刑法」の関連規定に違反する行為に対し、管轄権を有する公安

機関に告発することができます。つまり、商標、専利に対する詐称、著作権、営業秘密

等の分野での侵害犯罪になる可能性がある場合、公安機関は、請求者の取締り請求を受

理します。また、知的財産権を保護するため、公安機関は常に他の行政機関と共同で、

取締り行動を実施します。 

取締り対象としては、上記「刑法」の関連規定に違反した全ての個人又は企業などが

含まれます。 

 

②取締手続き

提出書類と証拠 

その他の機関と同じである。 

取締り過程 

管轄権を有する公安機関は、当事者又はその他政府機関からの取締り請求を受理した場

合、刑事事件であるために、直ちに公安人員を派遣することがあるが、事前に行った調査

を基にして、関連政府機関と提携し、取締り活動を実施することもある。 

行政取締り後の処理結果 

取締り時に権利侵害製品を見付けた場合、公安機関は、「刑法」の関連条項に違反した製

品及び当該製品の製造・販売に使用した原材料、包装、製造工具等を差押えることができ

る。当然、現場で被疑犯罪者を拘置することもできる。 

 

（ ）日本企業の注意点

公安機関が直接に取締り請求を受理することは多くないので、企業と 
説明 

企業、企業と消費者の間に生じた紛争に対し、当事者は、できるだけ管轄権を有する公

安機関以外の政府機関（工商局など）に調停・取締りを請求するほうがよいと思われま

す。もし、事件が非常に重大であり、又は刑事責任を追究する必要がある場合には、法

律に基づき、公安機関に請求を提出することができます。 

なお、事件が複雑で且つ重大である場合、危険を伴うリスクもあるため、外国企業は、

できるだけ現場に赴かないほうが得策です。 

 

（ ）関連取締事例

 事例：有名ブランド模倣品販売事件 

佛山市公安局南海区公安分局は 2010 年 10 月、関係者のクレームを受け、立案して

調査を行った結果、以下のことが判明しました。A は、南海区大瀝九竜小商品城 E4 座

202 号店舗を賃借し、2010 年 7 月 14 日に佛山市瑞拉服飾有限公司を設立し、且つ当該

会社の法人代表です。その後 A は、ノーブランドの下着、ショーツ、ブラジャーなど

の商品を仕入れて、かかる商品上に「CK、CalvinKlein」などの標識を付けてネットワ

ーク上の店舗で、7 元から数 10 元の価格で販売を開始しました。 

佛山市公安局南海区分局、南海区工商局は、A が賃借している店舗を検査し、現場で

当該店舗の倉庫内で男女下着、靴下など合計 131,722 点を押収しましたが、そのうち

「CK、CalvinKlein」などの商標を付した包装物が 125,000 点がありました。統計に

よれば、同年 9 月から 11 月にかけ、同店舗の販売総額が 1,616,386.23 元に達し、在庫

の詐称商標「CK、CalvinKlein」付きの下着品などの商品価値が約 120 万元で、刑事

責任の追及することになりました。裁判所が審理した結果、B など 4 名の行為は、登録

商標の侵害という犯罪を構成していると認定されたため、4 被告に対し、登録商標侵害

罪とし、懲役 8 ヶ月と 1 万元の罰金刑という判決が言い渡されました。 

 

 

質量技術監督局による取締

①適用法律と取締対象

質量技術監督局は主に「中華人民共和国製品質量法」及び各地方の「偽物

製品を製造・販売する行為に対する取締り条例」に基づき、取締りを行って
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います。製造者、販売者は国家規定に従って、「製品質量法」を厳格に執行すべきであ

り、その違反行為による関連製品品質に対して、責任を負わなければなりません。質量

技術監督局は上級局の指示に従い、常に違法製品に対する取締り活動を行うと同時に、

企業、個人からの取締り請求を受理しています。 

取締り対象としては、質量技術監督局は主に生産地を偽称し、他人のメーカー名、住

所地、商標標識を偽称する製造者に対して取締り活動を行います。 

②取締手続き

提出書類と証拠 

その他の局と同じである。 

取締り請求と過程 

管轄権を有する質量技術監督局へ取締りを請求する前に、事前のアポイントメントを取る

必要がある。各地方の質量技術監督局のやり方により、取締り方法も異なる。一般的な質

量技術監督局は、案件を受理した後、担当官の都合が良ければ、当日現場へ取締りに赴か

せることができるが、時には翌日又は後日取締りを手配することもある。 

取締り時に、権利侵害製品を発見したら、質量技術監督局は健康保証、人身・財産安全な

どの国家標準、業界標準に合致しない製品、粗悪品、及び当該製品の製造・販売に使用さ

れる原材料、包装、製造工具を差押えることができる。 

本行政管轄区以内における偽物製品を製造・加工・藏匿する違法行為が複雑で、

影響が大きい場合、質量技術監督局は現地の政府に報告し、協力を求めること

ができる。犯罪になる事件に対しては、法により、公安局に移送し、刑事責任

を追及することができる。  

処理結果 

法執行期限については、3 ヶ月以内に終結されるのが一般的である。受理機関の担当者の

了承を得た上で、上級管理機関に報告する。上級管理機関は「行政処罰決定書」に署名し、

発行する。特別の事情により、期限までに終結できない場合、上級機関に報告する。上級

機関の許可を得て、期限を延長することができる。 

 

③日本企業の注意点
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います。製造者、販売者は国家規定に従って、「製品質量法」を厳格に執行すべきであ

り、その違反行為による関連製品品質に対して、責任を負わなければなりません。質量

技術監督局は上級局の指示に従い、常に違法製品に対する取締り活動を行うと同時に、

企業、個人からの取締り請求を受理しています。 

取締り対象としては、質量技術監督局は主に生産地を偽称し、他人のメーカー名、住
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②取締手続き
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③日本企業の注意点
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④関連取締事例

2012 年 1 月初め、江蘇省南通市質量技術監督局は、上海恒源祥社からのクレームを

受けました。その理由は、淘宝（タオバオ）サイトにおける「好夢連連——瑞夢得」、「智
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2 階に隠匿されていることを確認しました。1 月 9 日午後 2 時、品質監督査察チーム、

考案連携行動チームは、偽造製品の作業場を取り締りました。 

当該偽造製品の作業場の面積は、約 800 平米であり、大型作業ルーム 1 つと羽充填

作業ルーム 2 つ及び数個倉庫からなっていました。大型作業ルームには、10 台以上の

ミシンが設置されており、その他ところにはいずれもカシミア布団の半製品が置かれて

いました。大量の恒源祥字形を付したダンボールがいたるところに放置されています。

法執行者は、大型作業ルームに置かれているファイル棚の中から大量の恒源祥字形が付

されている製品を見つけました。 
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法執行者が 1 階で完成品倉庫を探していた際に、作業場の傍らにある一階建ての職員

食堂に置かれている大きいダンボールの中に偽造作業場の責任者 A を捕まえました。

偽造作業場から見つけた恒源祥などのブランドについて問い合わせた際に、A は、顧客

のために受託加工するものであるが、商標とダンボールはいずれも他人から提供された

ものであり、低廉な加工費のみ儲けていると述べました。 

調査によれば、A は今年 28 歳で、海門の現地人であるが、家庭用紡績製品有限会社

1 社を所有しています。従業員は 6 人であり、正規商標も出願・登録しているが、当該

商標は主に売店での販売に使用しています。A は、元来、海門にある恒源祥加工工場で

務めていましたが、その後、工場が撤去された後、恒源祥から寝具製品を仕入れて販売

していました。その後、自己の生産した製品に恒源祥のブランドを付して販売すること

でより多く稼いでいたので、思い切って冒険的な偽造業務を進行し始めたと説明しまし

た。 

情報によれば、Ａは、海門三星工貿園ある会社の作業場を 10 ヶ月分借用し、主に羽

布団と生と布団を生産するために、正規商標ブランドを登録することにより陰謀を隠し

ていました。偽造していたブランドには恒源祥、波司登などを含んでいます。通常、そ

の他の地方からも一定の数量の寝具製品を購入し、自己の工場に運んできた後、製品に

商標・下げ札を付してから販売していました。秦氏は、自己のブランドのほかに、その

他の偽造ブランド製品は、いずれもウェブサイト上で販売していたと白状しました。現

在、Ａのオンライン店舗は開業して 4 年以上になるが、その販売量は毎日 7、8 セット

になります。調査によれば、Ａは、淘宝サイトで数個の店舗を開店したが、自ら「恒源

祥旗権艦店」として「正規品」を販売していると称していました。一旦、注文を受けた

場合は、直ちに加工生産を開始し、速達で顧客に配送することになります。 

当該偽造作業場は、すでに偽造周知ブランド寝具製品を 100 万元以上も販売してい

ました。南通市質監局は、公安部門に当該事件を立件調査するよう移送しました。 

 

 

税関による水際措置

①税関差止めと適用法律

税関の知的財産保護とは、税関において国家の法律や行政法規によって保護
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を受ける知的財産権侵害物品の輸出入を法によって取締ることで、日本では「水際措置」

と言われています。税関は、輸出入貨物の管理機関として、輸出入貨物に対し効果的な

管理を実施することが可能であり、知的財産権の侵害被疑物品の輸出入への取締りにお

いて、重要な役割を果たしています。 

中国における税関の取締制度は、主に「中華人民共和国知識産権税関保護条例」（以

下、「条例」という）及び「中華人民共和国知識産権税関保護条例の実施弁法」（以下「実

施弁法」という）を準拠に実施しています。 

上記の法律規定に基づいた知的財産権税関保護制度は、中国法律及び行政法規の保護

を受ける商標専用権、著作権、発明特許権、実用新案権、意匠権の知的財産権に係わる

輸出入貨物に対して保護を実施する制度ですので、税関の取締制度の取締り対象は、上

記の知的財産権を侵害した輸出入貨物です。 

 

②税関登録及び取締手続き

中国税関の取締制度において、「知的財産権の税関登録」は、非常に重要なもので、

中国税関の知的財産権保護の重要な一環となるため、取締手続きと一緒に具体的な内容

について紹介します。 

 税関登録の役割 

「条例」の規定によれば、侵害品の差押えの申請に対し、税関総署に対しての知的財

産権の登録は義務制度ではないものの、事前に登録すれば、権利者の利益の保護に対し

非常に有効であり、侵害品の差押えの申請も簡略化することができます。 
 

メリット 

① 知的財産の税関登録後、税関総署は、オンラインで全税関にその内容を通知し、全税

関は、登録された知的財産権に関する製品の輸出入情況を監督することにより、被疑製品

の輸出入状況を正確に把握でき、知的財産権の保護を強化することができる。 

② 事前登録なしに税関に差押えを申請する場合、知的財産権の権利は、届け出に関する

書類、証拠を提出するなど煩雑な手続きが必要となるが、事前に登録した後、権利侵害被

疑貨物の差押えを申請する場合、申請書に税関登録番号を記入するだけで済む。 

③ 審査期間においても、事前に登録した場合に提出する資料は、登録していない場合よ
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 税関登録の手続き 

 

ステップ 

① 税関総署のウェブサイトで登録システムを通してユーザー名を登録する。 

② インターネットで税関総署のウェブサイトにある登録システムを利用して知的財産

権者の関連情報を入力・プリントして登録申請書を作成する。 

③ 登録料を納付する。 

④ 登録申請書、登録料の納付済み証明書及び関連書類などを税関総署に提出する。 

⑤ 税関総署が審査を行なう。 

⑥ 関係書類に不備があった場合には、修正する。 

⑦ 関係書類資料を提出した後、30 作業日内に、税関総署が「知的財産権税関保護登録

証明書」又は「登録申請棄却通知書」を発行する。 

 

 税関登録に必要な提出書類 

 

提出書類（商標を例とする） 

① 商標権の税関保護登録申請書（事前に税関総署のシステムを通してユーザー名を登

録し税関総署のホームページから入手した指定された書式でなくてはならない。） 

② 申請者の身分証明書の写し 

③ 知的財産権の税関登録を申請しようとする商標権の登録証書の写し 

④ 知的財産権の税関登録料の納付済み証明書の写し 

⑤ 税関総署が指定した授権委任状 

⑥ 代理人の身分証明書 

以下は、任意提出書類資料であるため、必ずしも提出しなくてもよいものである。 

① 権利侵害被疑品の写真又はサンプル 

り少なく、簡略化でき、資料の準備期間及び資料の審査期間や被疑製品の差押えに関する

審査期間も短縮することができ、被疑製品に対する取扱時間も登録していない場合より短

縮できる。 
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② 既に把握した権利侵害品の輸出入状況に関する証拠 

③ 知的財産権の税関登録を申請しようとする商標権の使用許諾情況 
取締手続き 

税関の差押え手続は、請求による差押え手続と職権による差押え手続の 2 種類に分け

られます。請求による差押え手続というのは、主に知的財産権者が被疑侵害品を発見し

た場合、税関へ差押えを請求することであり、職権による差押え手続というのは、税関

が、権利者による税関登録済みの知的財産権に対する侵害になると判断した場合、権利

者に通知し、権利者の申請により差押え手続を行います。具体的には下記のとおりです。 
 

請求による差し押さえ手続き 

① 知的財産権者が被疑侵害品を輸出入していることを発見した場合、請求書及び関係証

明書類及び侵害事実が明らかに存在することを十分に証明できる証拠を提出し、品物の輸

出入地の税関に被疑侵害品物を差押えるよう請求することができる。 

② 権利者が税関に被疑侵害品の差押えを請求する場合、当該被疑侵害品の価値に相当す

る担保金を税関に提出しなければならない。 

③ 権利者は被疑侵害品の差押えを請求する場合、法律規定に合致する差押えの請求を提

出し、且つ法律に規定した担保を提供した場合、税関は被疑侵害品を差押えなければなら

ず、書面にて知的財産権者に通知し、税関差押え証明書を荷送人又は荷受人に送付する。

権利者の請求が関係法律に合致しておらず、あるいは担保を提供しなかった場合、税関は

請求を棄却し、書面にて知的財産権者に通知しなければならない。 

④ 税関は差押えの日から 20 作業日以内に、裁判所による貨物の差押えに関する通知を

受領しておらず、或は知的財産権者による通関許諾の通知を受けた場合、被疑侵害品を通

関しなければならない。 

⑤ 荷受人又は出荷人は、差押えられた被疑侵害品について、通関を請求する場合は、書

面説明及び被疑侵害品に相当する担保金を提出しなくてはならない。荷受人又は出荷人に

よる被疑侵害品の通関請求が前記の要求を満たす場合、税関は通関すべきであり、且つ、

知的財産権者に通知しなくてはならない。 

職権による差押え 

① 税関は、輸出入貨物に知的財産権の権利侵害の疑いがあることを発見したら、貨物の
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説明 

通関を中止し、直ちに知的財産権者に通知する。 

② 知的財産権者は通知送達日から 3 営業日以内に差押えの請求書を提出しなくてはな

らず、また、税関の同意を得た場合には、貨物を見ることができる。 

③ 知的財産権者が差押えを請求した場合は、担保金を提供しなければならない。 

④ 税関は被疑侵害品物を差押え、書面にて知的財産権者に通知し、税関差押え証明書を

発送人又は荷受人に送付する。知的財産権者が期限以内に請求を提出しない、又は担保を

提供しなかった場合、税関は被疑侵害品物を差押えてはならない。 

処罰 

差押えた被疑侵害貨物について、調査のうえ、権利侵害と認定された場合、税関により没

収する。税関は、その没収した侵害貨物について、下記の規定に基づき処置する。 

関連貨物は、社会公益事業に直接利用でき、又は知的財産権者が買付する意思をもつ場合、

貨物を関係公益機構に移送して社会公益事業に用い、又は有償にて知的財産権者に譲渡す

ることができる。 

関連貨物について、上記の規定により処置できず、且つ侵害特徴を除去できる場合、侵害

特徴を除去した後、法により競売することができ、貨物競売の所得代金を国庫に上納する。 

関連貨物は、上記の規定により処置できない場合、これを破棄する。 
 

③日本企業の注意点

通常、税関は、侵害製品であると疑われた場合、権利者又は権利者の

代理人に連絡し、且つ税関通知の受領後、3 営業日以内に回答すべきで

ある旨の通知を送付します。このような通知を受けた場合、積極的に対

応したほうが得策です。 

権利侵害かどうかを判断するために、場合によって時間がかかることもあります。そ

のような場合、税関と相談の上、１、２日ぐらい猶予をもらえる可能性があります。た

とえ、権利侵害にならない場合でも、適時に権利侵害ではない理由を税関に提出しなけ

ればなりません。期日内に回答しないと、税関は、権利者が本件を無視しているとみな

されますので、今後被疑侵害品を発見しても、通知してくれない可能性があります。し

たがって、更に正当な自己権利を守るためには、税関の通知を受領した後、期日内に確

実に回答するようご留意ください。 
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説明 

通関を中止し、直ちに知的財産権者に通知する。 

② 知的財産権者は通知送達日から 3 営業日以内に差押えの請求書を提出しなくてはな

らず、また、税関の同意を得た場合には、貨物を見ることができる。 

③ 知的財産権者が差押えを請求した場合は、担保金を提供しなければならない。 

④ 税関は被疑侵害品物を差押え、書面にて知的財産権者に通知し、税関差押え証明書を

発送人又は荷受人に送付する。知的財産権者が期限以内に請求を提出しない、又は担保を

提供しなかった場合、税関は被疑侵害品物を差押えてはならない。 

処罰 

差押えた被疑侵害貨物について、調査のうえ、権利侵害と認定された場合、税関により没

収する。税関は、その没収した侵害貨物について、下記の規定に基づき処置する。 

関連貨物は、社会公益事業に直接利用でき、又は知的財産権者が買付する意思をもつ場合、

貨物を関係公益機構に移送して社会公益事業に用い、又は有償にて知的財産権者に譲渡す

ることができる。 

関連貨物について、上記の規定により処置できず、且つ侵害特徴を除去できる場合、侵害

特徴を除去した後、法により競売することができ、貨物競売の所得代金を国庫に上納する。 

関連貨物は、上記の規定により処置できない場合、これを破棄する。 
 

③日本企業の注意点

通常、税関は、侵害製品であると疑われた場合、権利者又は権利者の

代理人に連絡し、且つ税関通知の受領後、3 営業日以内に回答すべきで

ある旨の通知を送付します。このような通知を受けた場合、積極的に対

応したほうが得策です。 

権利侵害かどうかを判断するために、場合によって時間がかかることもあります。そ

のような場合、税関と相談の上、１、２日ぐらい猶予をもらえる可能性があります。た

とえ、権利侵害にならない場合でも、適時に権利侵害ではない理由を税関に提出しなけ

ればなりません。期日内に回答しないと、税関は、権利者が本件を無視しているとみな

されますので、今後被疑侵害品を発見しても、通知してくれない可能性があります。し

たがって、更に正当な自己権利を守るためには、税関の通知を受領した後、期日内に確

実に回答するようご留意ください。 
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説明 

輸出専用 OEM 品に関する問題 

 

 

 

 

(１)問題の概要 

近年、中国における模倣品対策を講じる上で、輸出専用 OEM品1に関する問題が顕在

化しています。典型的な例をあげると、商標権者による税関登録に基づいて税関が疑義

貨物を差し止めた際に、輸出者が「輸出専用 OEM品なので商標権侵害を構成しない。」

との抗弁をするケースがあります。また、民事訴訟においても、輸出専用 OEM 品は中国

における商標の使用には当たらないと判断されるケースが増えてきています。 

現在の中国の商標法の規定では、輸出専用 OEM 品に付した商標による商標権侵害が認

められるか否かが明確でなく、個別の事情や裁判地等によって判断が分かれています。

例えば浙江省や江蘇省の高級人民法院では、過去に侵害を肯定する趣旨の判決2が出さ

れておりますが、他方で福建省や上海市では、正当な OEM品に関しては中国の消費者の

間で出所混同が生じていないこと等を理由に、侵害を否定する趣旨の判決3が出されて

います。広東省管轄地域においては、2002 年の深圳市中級人民法院による「NIKE 事件」

判決4以来、侵害を肯定する説が一般的でしたが、2011 年の広東省高級人民法院による

「CROCODILE事件」判決5において商標権侵害が否定されました。仮に、今後輸出専用

OEM 品に商標を付すことが「侵害でない」という判断が一般的となると、輸出専用 OEM

品の抗弁が濫用され、登録商標（あるいはその類似商標）が付された商品が、合法的に

輸出され、世界中に拡散することが懸念されます。 

(２)対応策 

以下、「輸出専用 OEM品に商標を付すことは商標権侵害でない」と判断されてしまう

ことも念頭におきつつ、事業者として留意すべき点についてまとめます。 

                                                   
1 OEM（Original Equipment Manufacturer）とは、他社ブランドの製品を受託製造することをいう。特に、輸

出専用 OEM 品とは、中国国外からの製造委託を受けて製造された製品であり、全量委託元の国に輸出さ

れるため、中国国内では流通しない製品を指す。） 
2 浙江省高級人民法院 2005 年 12 月 29 日（2005）浙民三終字 284 号、江蘇省高級人民法院 2007 年 5 月

16 日（2007）蘇民三終字第 34 号 
3 福建省高級人民法院 2007 年 12 月 20 日（2007）閩民終字第 459 号、上海市高級人民法院 2009 年 11 月 2
日（2009）滬高民三（知）終字第 65 号 
4 廣東省深圳市中級人民法院 2002 年 12 月 10 日（2001）深中法知産初字第 55 号 
5 廣東省高級人民法院 2011 年 12 月 16 日（2011）粤高法民三終字第 467 号 
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1.中国における商標権の取得 

まず中国において商標権を取得しておくことが重要です。税関登録することにより、

問題の発生に気づくきっかけになります。また、模倣品業者による輸出専用 OEM 品であ

る旨の抗弁が虚偽であった場合には、当然ながら、商標権を行使することで模倣品を差

し止めることができます。なお、第三国への流通を念頭におけば、英語や中国語に限ら

ず、アラビア語等の登録も検討することが望ましいといえます。 

2.中国からの輸出時の対策 

税関において、自社の登録商標と同一または類似する商標を付した商品が発見され、

輸出者が「輸出専用 OEM品である」との抗弁をした場合を考えてみましょう。その際、

抗弁が虚偽の事実に基づく可能性が考えられます。この場合には、少なくとも以下の２

点について「正規の OEM輸出品」であることを、輸出者に公的な証明資料を提出させた

上でチェックするよう税関職員に求めていくことが重要です。 

Ⅰ.「輸出専用」であるかどうかの確認 

中国国内にその商品が流通、販売されることが、本当に全くないのかどうかを確認す

ることが重要です。輸出者に証明を求める、又は国内流通の事実をつかんでいる情報を

権利者が提出することにより、税関が前向きに対処してくれるようになると考えられま

す。 

Ⅱ.「輸出先国での商標権の存在」及び「OEM契約が正当であることの存在」の有無 

輸出先の第三国において、OEM 品の発注者が適法な商標権を有しているかどうかを、

税関に確認してもらうことは重要です。これまで中国におけるいくつかの判決6におい

て、輸出専用 OEM品の受注者（輸出者）は、発注者（輸入者）が輸出先において商標権

を有するか否か注意する義務を負っていることが示唆されているからです。第三国に該

当する商標権が存在しなければ、受注者がこの義務を怠っていたことになり、税関や法

院が商標権者に有利な判断をすることが期待されます。また、商標権者が、輸出先国に

おいても、正当な商標権を持っている書面を提出することは、輸出業者の悪意の立証に

もつながります。 

                                                   
6 脚注２の江蘇省の例、脚注３の上海市の例、注５の広東省の例等参照 
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1.中国における商標権の取得 

まず中国において商標権を取得しておくことが重要です。税関登録することにより、

問題の発生に気づくきっかけになります。また、模倣品業者による輸出専用 OEM品であ

る旨の抗弁が虚偽であった場合には、当然ながら、商標権を行使することで模倣品を差

し止めることができます。なお、第三国への流通を念頭におけば、英語や中国語に限ら

ず、アラビア語等の登録も検討することが望ましいといえます。 

2.中国からの輸出時の対策 

税関において、自社の登録商標と同一または類似する商標を付した商品が発見され、

輸出者が「輸出専用 OEM品である」との抗弁をした場合を考えてみましょう。その際、

抗弁が虚偽の事実に基づく可能性が考えられます。この場合には、少なくとも以下の２

点について「正規の OEM輸出品」であることを、輸出者に公的な証明資料を提出させた

上でチェックするよう税関職員に求めていくことが重要です。 

Ⅰ.「輸出専用」であるかどうかの確認 

中国国内にその商品が流通、販売されることが、本当に全くないのかどうかを確認す

ることが重要です。輸出者に証明を求める、又は国内流通の事実をつかんでいる情報を

権利者が提出することにより、税関が前向きに対処してくれるようになると考えられま

す。 

Ⅱ.「輸出先国での商標権の存在」及び「OEM契約が正当であることの存在」の有無 

輸出先の第三国において、OEM品の発注者が適法な商標権を有しているかどうかを、

税関に確認してもらうことは重要です。これまで中国におけるいくつかの判決6におい

て、輸出専用 OEM品の受注者（輸出者）は、発注者（輸入者）が輸出先において商標権

を有するか否か注意する義務を負っていることが示唆されているからです。第三国に該

当する商標権が存在しなければ、受注者がこの義務を怠っていたことになり、税関や法

院が商標権者に有利な判断をすることが期待されます。また、商標権者が、輸出先国に

おいても、正当な商標権を持っている書面を提出することは、輸出業者の悪意の立証に

もつながります。 

                                                   
6 脚注２の江蘇省の例、脚注３の上海市の例、注５の広東省の例等参照 
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なお、輸出先国での商標権の存在が正当なものであっても、「OEM契約書面」が虚偽

の場合もありますので、この点についても公証や認証のある書類を提出させる等により、

税関に確認を求めることが重要です。 

 

（３）第三国における対策 

輸出先の第三国において、OEM品の発注者が商標権を有する場合には、当該国の制度

に則って当該商標権を無効にすることができるかどうか検討することも考えられます。

無効にできた場合には、自ら商標権を取得し、第三国の輸入通関時に税関で差し止めて

もらえるよう申請を行うこと等が考えられます。なお、文字からなる商標権や文字を含

むロゴからなる商標権を自ら取得する場合には、日本で登録しているのと全く同じもの

だけでなく、現地での使用言語で書かれた商標についても権利取得しておくことが重要

です。 

＜参考＞「輸入専用 OEM品は商標権侵害に該当する」と判断される場合の留意点 

この場合、中国で生産され第三国に輸出される模倣品の対策を中国で一元的に行うこ

とが可能となります。ただし、中国の税関で効果的に差止めを行うためには、想定され

る輸出先である第三国で使用される言語で書かれた商標を網羅的に取得しておくこと

が望まれます。 

他方で、自らが中国で OEM品の生産を委託する場合に、冒認商標登録をした第三者に

よって日本企業が正規に委託した OEM 商品の輸出を阻止されるリスクが生じます。これ

を回避するには、OEM 品の生産を中国国内で販売を行う予定がなくても、将来製造を委

託するケースが想定される場合にはそのブランドを中国で商標登録しておくことが重

要となります。 
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説明 

④担保金の金額、用途、処理

知的財産権者は、税関に権利侵害被疑物品への差押えを請求する場合、

「知的財産権海関保護条例」の規定に基づいて、担保金を提供する必要

があります。 

担保金の金額、用途について、税関保護条例において、明確に規定されています。 

例えば、第 14条には、「知的財産権者は、海関による権利侵害被疑貨物の差押えを請

求する場合には、海関に貨物の価値を上回らない担保金を提供しなければならず、それ

をもって不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押え後の貨物の倉庫

貯蔵、保管、及び処理の費用を支払う。知的財産権者が貯蔵、保管費用を直接に倉庫業

者に支払う場合には、担保金より控除する。具体的な方法は別途海関総署が制定する。」

と規定しています。 

また、第 22条によれば、税関による書面通知の送達を受けて差止めを請求した場合、

その担保金はそれぞれの以下のようなランクがあります。 

（1）貨物価値が 2 万元未満の場合、貨物と等価の担保を提供する。 

（2）貨物価値が 2 万元から 20 万元の場合、貨物価値の 50％に相当する担保を提供す

る。但し、担保金額は 2万元未満であってはならない。 

（3）貨物価値が 20 万元を超える場合、10 万元の担保を提供する。 

上記の規定に基づいて、請求による差し押さえる場合、担保金の金額は、差押えされ

た貨物とおおよそ同じ金額の費用です。職権による差押える場合、様々なランクがあり

ますが、最高 10万元です。 

担保金の用途としては、不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押

え後の貨物の倉庫貯蔵、保管、及び処理の費用を支払うのに使用します。 

その処理について、通常、税関が処理した後、担保金の全額を返還しますが、返還す

る前に、権利者又は権利者の代理人が税関へ発生した倉庫貯蔵、保管費用を支払わなけ

ればなりません。返還時期について、それぞれの税関により違いますが、早ければ 1ヶ

月以内或いは半年程度かかる事件もあります。 

なお、「実施弁法」によれば、一件ごとに担保金を提供せず、税関総署に毎年総担保

を提供することもできます。但し、総担保については、現在、商標権に対してのみ実際

に適用されており、その他の事件には適用されていません。 
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説明 

④担保金の金額、用途、処理

知的財産権者は、税関に権利侵害被疑物品への差押えを請求する場合、

「知的財産権海関保護条例」の規定に基づいて、担保金を提供する必要

があります。 

担保金の金額、用途について、税関保護条例において、明確に規定されています。 

例えば、第 14条には、「知的財産権者は、海関による権利侵害被疑貨物の差押えを請

求する場合には、海関に貨物の価値を上回らない担保金を提供しなければならず、それ

をもって不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押え後の貨物の倉庫

貯蔵、保管、及び処理の費用を支払う。知的財産権者が貯蔵、保管費用を直接に倉庫業

者に支払う場合には、担保金より控除する。具体的な方法は別途海関総署が制定する。」

と規定しています。 

また、第 22条によれば、税関による書面通知の送達を受けて差止めを請求した場合、

その担保金はそれぞれの以下のようなランクがあります。 

（1）貨物価値が 2 万元未満の場合、貨物と等価の担保を提供する。 

（2）貨物価値が 2 万元から 20 万元の場合、貨物価値の 50％に相当する担保を提供す

る。但し、担保金額は 2万元未満であってはならない。 

（3）貨物価値が 20 万元を超える場合、10 万元の担保を提供する。 

上記の規定に基づいて、請求による差し押さえる場合、担保金の金額は、差押えされ

た貨物とおおよそ同じ金額の費用です。職権による差押える場合、様々なランクがあり

ますが、最高 10万元です。 

担保金の用途としては、不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押

え後の貨物の倉庫貯蔵、保管、及び処理の費用を支払うのに使用します。 

その処理について、通常、税関が処理した後、担保金の全額を返還しますが、返還す

る前に、権利者又は権利者の代理人が税関へ発生した倉庫貯蔵、保管費用を支払わなけ

ればなりません。返還時期について、それぞれの税関により違いますが、早ければ 1ヶ

月以内或いは半年程度かかる事件もあります。 

なお、「実施弁法」によれば、一件ごとに担保金を提供せず、税関総署に毎年総担保

を提供することもできます。但し、総担保については、現在、商標権に対してのみ実際

に適用されており、その他の事件には適用されていません。 
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⑤関連差止め事例

 事例：義烏税関による有名ブランド模倣品差止め事件 

昆明某会社は 2010 年 12 月 24 日、義烏通関会社を経由し杭州税関所属の義烏税関に

対する輸出申告を行いました。申告品の名称がガラス玉、傘、ガラスロウソク台などの

小物でした。法執行者は、申告書を審査し、輸出先の国名、申告品及びその取扱企業な

どの情報から、当該貨物に高い権利侵害のリスクがあることを鋭く察知して、規制して

検査することを決めました。開封して検査したところ、貨物中に申告品の名称と合致し

ない大量の権利侵害となるサングラスが見つかりました。最終的に輸出コンテナーに対

する全面的検査を実施した結果、「GUCCI」付きのサングラスが 7,200 本、「DIOR」

付きのサングラスが 6,000 本、「ARMANI」付きのサングラスが 3,600 本、「POLICE」

付きのサングラスが 1,800 本、「PRADA」付きのサングラスが 3,600 本、「RAY.BAN」

付きのサングラスが 10,200 本と、合計 32,400 本の 6 種類の国際的な著名ブランド商

標を侵害すると疑われるサングラスが発見されました。さらに、コンテナ内に「LV」、

「D&G」、「CHANEL」、「FENDI」、「ミッキー」、「CARRERA」など、対応

商品の種類につき、届出のないサングラスが合計 20,400 件あることも発見しました。

権利者に連絡して侵害と確定した上、権利者による保護申請に応じ、義烏税関は、法に

より被疑侵害となる「LV」、「D&G」、「CHANEL」、「FENDI」など商標権付き

のサングラス合計 22,200 件を差押えました。関連規定に基づき、杭州税関は 2011 年 1

月 18 日、本件を浙江省公安庁に報告しました。案件金額が高く、係争貨物数量が非常

に多いということに鑑み、税関側は、まず関連情報を公安部門に報告し、公安部門は速

やかに調査を開始し、2011 年 1 月 25 日に立案しました。義烏市公安局は現在、某対外

貿易会社の容疑者を逮捕し、製造メーカー、販売業者責任者を指名手配して探していま

す。 

135

第２節 模倣品対策の一般行政取締



 
 

35 

説明 

説明 

説明 

展示会での取締

①適用法律

展示会における模倣品に対しては、主に｢展示会知的財産権保護方法｣（商務

部、国家工商総局、国家版権局、国家知識産権局等の審議を経て発布、2006 年

3 月 1 日より施行）に基づいて、取締りを行ないます。 

また、地方の知識産権局は、当地の状況に応じて、展示会知的財産権保護に関する法律

規定を制定・発布しています。例えば、北京の場合、｢北京市展示会知的財産権保護法｣

が 2007 年 11 月 24 日に発布され、2008 年 3 月 1 日より施行されています。 

 

②取締対象と取締機関

展示会にて知的財産権を侵害したメーカー及び販売者が取締り対象

です。取締機関としては、展示会場にて知的財産権クレーム受理場所を

設けた場合、知的財産権クレーム受理機構に依頼して取締りを請求し、

当該機構が先に処理した後に関連部門へ移送します。クレーム受理場所を設けない場合、

現地の関係取締主管機関に請求し、管轄機関が直接処理します。 

 

③取締手続き

展示会において模倣品を発見した場合、展示会に設けた知的財産権ク

レーム受理機構又は現地の関係取締機関に、授権委任状、権利証明など

の書類を提出して取締りを請求することができます。通常、受理機関は、

権利者の請求を受けた後、訴えられたブースの検査をし、情況を確認します。 

例えば、商標権侵害事件である場合、知的財産権クレーム受理機構は受理した後、駐

在する工商局の担当官と一緒に検査をします。侵害と認めた場合、展示品を撤去させ、

かつ「商標法」の関連規定に基づいて処罰を与えます。 

 

④日本企業の注意点 

通常、開催期間が 3 日以上の展示会の場合、展示会の主催者は、必要

に応じて開催期間内に知的財産権クレーム受理機構を設けて、展示会の

主催地における知的財産権行政管理機関から担当官を展示会に派遣し
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て、法により侵害事件を取扱います。知的財産権クレーム受理機構を設けない場合、展

示会の主催者は、関係当局の知的財産権行政管理機関の担当官の連絡方法等を展示会場

の目立つ位置に開示します。したがって、展示会における模倣品の取締りを求めるとき

は、開催期間内に知的財産権クレーム受理機構又は現地の関係取締機関に請求すること

ができます。一般の消費者がクレームを提出する場合は、特に関連書類は必要ありませ

んが、外国企業が、展示会において模倣品を発見して、取締りを請求したい場合、通常

どおり関連書類を提出しなければなりませんので、事前に授権委任状、全部事項証明書

などの証明書類を準備したほうが得策です。 

 

⑤関連取締事例

 事例：青島ファッションショーにおける著名ブランドの模倣品取締り事件 

2011 年 6 月末、青島ファッションショーにおいて、青島市工商局嵭山分局は、相次

いで取締通報を受けました。ファッションショーで販売されている著名ブランドの価格

が正規市場の五分の一を下回り、消費者は、自分が購入した商品を、偽物ではないかと

疑っているとのことでした。工商局、青島国際展示センターで開催中のファッションシ

ョーにおいて検査を行った結果、いわゆる著名ブランドに対する授権がなく、そのほと

んどは、商標詐称模倣品でした。工商法律執行者は、調査・分析の結果、専門チームを

手配して、模倣商品を販売する行為に対する取締措置を講じました。あるウールセータ

ー販売者によれば、価格が低いのは、「季節外れ商品の販売」だからであると主張しま

したが、販売されている衣類の生地が悪く、加工も粗いので、製造先よりブランド授権

書がありませんでした。また、他にも「モンダギュー」特売店がありましたが、その店

主は、法律執行者一行を見るやいなや、販売しているのは、ブランド品ではなく、ただ

その商標がブランド商標と類似しているだけだと主張しました。検査を経て、執行者は、

法により模倣品である「ダンヒル」、「Camel」、「モンタギュー」などの国際的な著名商

標製品 9 点と、その他の権利侵害商品 1,483 点を没収し、その商品金額は 30 万元に達

しました。工商法執行者の紹介により、展示会が 7 月 2 日までであり、類似状況が再度

発生することを防止するため、工商法執行者は、専門担当者を派遣して現場に駐在させ、

展示会における現場監督管理を行いました。このように消費者から品質が悪く、価格が
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説明 

説明 

高い商品を売る店を発見したとの通報があったら、直ちに現場の法律執行者に報告して、

権利を保護するように措置を講じました。 

 

インターネットにおける模倣品対応

①適用法律

インターネットにおける模倣品には様々ありますので、それぞれの侵害権利

によって適用する法律が異なります。インターネット上で模倣品を販売してい

る事件が一番多いのは、登録商標と著作権を侵害した事件です。そのため、イ

ンターネット上で商標権侵害製品を販売した場合、「商標法」を適用して処理しますが、

著作権を侵害した場合、「著作権法」を適用して処理します。 

また、インターネットサービス提供者の責任を追及する際には、「民法通則」、「侵

害責任法」における共同侵害に関する規定を適用します。 

 

②インターネット上の模倣品の発見方法

現在、電子ビジネスの著しい発展のため、インターネット上で店舗を

開設してビジネスを展開している企業又は販売店が増加しています。通

常の店で模倣品を販売すると同様に、インターネット上の店舗において

も模倣品を販売している事件が多く見られます。そのため、常にインターネットを捜索

することにより、模倣品を販売する情報を入手することは必要不可欠になっています。 

こ の よ う な 模 倣 品 情 報 を 入 手 す る た め に は 、 例 え ば 、 ア リ バ バ

（http://china.alibaba.com）またはタオバオ （http://www.taobao.com）のようなイ

ンターネット上の電子ビジネスプラットフォームを調査することが必要です。アリババ

上にて店舗を開設する販売者は、基本的にはメーカーですが、タオバオ上で店舗を開設

している販売者は、企業だけではなく、個人単位もあります。 

 

③取締対象と取締機関

アリババ又はタオバオなどの電子ビジネスプラットフォームで掲載

されているインターネットでの侵害情報について、両社トサービス提供

者にクレームを提出することにより侵害サイトを削除してもらう方法
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説明 

説明 
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説明 

説明 

があります。 

模倣業者が自ら侵害ウェブサイトを設立して、模倣品を販売する場合、行政取締を利

用できます。取締の対象はインターネット上で模倣品を販売している店舗です。取締機

関は、商標侵害の場合、侵害メーカー所在地の工商局へ取締りを請求しますが、著作権

を侵害した場合、侵害メーカー所在地の版権局へ請求することができます。 

また、模倣サイトは、中国の工信部に登録されていない場合、サイトの経営主体が不

明であるとの理由で、関係行政機関が処理しないおそれがあります。その場合、現地通

信管理機関にサイトが登録されていないとの理由で、クレームを提出することができま

す。 

 

④取締手続き

工商局、版権局などの行政機関に行政摘発を請求する際に、その請求

の手続きは、通常の工商局、版権局へ取締りを請求する手続きと同じです。

上記の内容をご参照ください。 

現地通信管理機関にクレームを提出する際に、現時点では所定の手続きがありません。

通常、現地通信管理機関に、E メール又は電話にて被疑侵害サイトのアドレスを通知す

ることになります。 

 

⑤日本企業の注意点

インターネット上で模倣品を発見した場合、如何にして証拠を入手す

るかということが重要になってきます。インターネット上の情報は、絶

えず変換、削除することができますので、模倣品を発見したら、直ちに

証拠保全をするのが得策です。現在、よく採用する方法としては、公証による証拠保全

の方法です。 

具体的に言えば、公証人の立会いでインターネット上で模倣品を購入する過程、模倣

品入手の過程に対して公証を行うことです。このような購入から模倣品入手までの過程

を公証すれば、模倣品のみではなく、模倣品を販売するメーカーの情報などについても

公証書に記載されることになり、その後、関連当局へ取締りを請求する場合、有力な証

拠になります。 
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⑥関連取締事例

 事例：青島市工商局市南分局によるインターネット上での登録商標侵害事件 

権利者は 2010 年年末に、北京のある知識産権代理有限公司に依頼して、青島市南分

局経検大隊に対して、「淘宝網で店名が『小水蛛蛛』という店舗が販売している撮影器

具は、自社の登録商標を侵害している」という理由で取締りを請求しました。受理機関

は、調査を経て、当事者は 2008 年 10 月から、「ロープロ（Lowepro）」という商標の

撮影器用カメラバッグの販売を開始していました。当初当事者は、偽造の佛山市某経貿

有限公司の授権証明書を提供してその不法事実を隠そうとしましたが、最終的に、法律

執行者が、淘宝ネットにおける大量の取引記録をチェックすることで当事者の取引記録

を確定してその購入者との陶宝上での口座番号、取引商品型番、取引価格、商品の評判、

取引終了の時間などについても提出したため、侵害者は、侵害行為を認めました。2010

年 7 月 23 日まで、当事者が販売した模倣品の「ロープロ（Lowepro）」登録商標を付し

た撮影器具カメラバッグは、1 万件に達し、2009 年 12 月 20 日から 2010 年 1 月 26 日

までの取引は 308 回、販売金額が 106,205 元に及びました。工商執行者が現場で押収

した偽造の「ロープロ（Lowepro）」登録商標を付した撮影器具カメラバッグは、380

個、23 万元相当に達しました。当事者の不法販売金額が大きかったため、青島市工商

局市南分局は、2011 年 2 月 12 日、当該事件を市南公安分局に移送して事件として立案

しました。 
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⑥関連取締事例

 事例：青島市工商局市南分局によるインターネット上での登録商標侵害事件 

権利者は 2010 年年末に、北京のある知識産権代理有限公司に依頼して、青島市南分

局経検大隊に対して、「淘宝網で店名が『小水蛛蛛』という店舗が販売している撮影器

具は、自社の登録商標を侵害している」という理由で取締りを請求しました。受理機関

は、調査を経て、当事者は 2008 年 10 月から、「ロープロ（Lowepro）」という商標の

撮影器用カメラバッグの販売を開始していました。当初当事者は、偽造の佛山市某経貿

有限公司の授権証明書を提供してその不法事実を隠そうとしましたが、最終的に、法律

執行者が、淘宝ネットにおける大量の取引記録をチェックすることで当事者の取引記録

を確定してその購入者との陶宝上での口座番号、取引商品型番、取引価格、商品の評判、

取引終了の時間などについても提出したため、侵害者は、侵害行為を認めました。2010

年 7 月 23 日まで、当事者が販売した模倣品の「ロープロ（Lowepro）」登録商標を付し

た撮影器具カメラバッグは、1 万件に達し、2009 年 12 月 20 日から 2010 年 1 月 26 日

までの取引は 308 回、販売金額が 106,205 元に及びました。工商執行者が現場で押収

した偽造の「ロープロ（Lowepro）」登録商標を付した撮影器具カメラバッグは、380

個、23 万元相当に達しました。当事者の不法販売金額が大きかったため、青島市工商

局市南分局は、2011 年 2 月 12 日、当該事件を市南公安分局に移送して事件として立案

しました。 
  

現状 

留意点 

役割 

第３節 行政取締実務における諸問題と対応手段

取締り書類に対する要求のばらつき

それぞれの行政機関によって、取締り書類に対する要求が異なってい

ますが、代理人に依頼する場合には基本的に、授権委任状、有効な営業

証明書（全部事項証明書）、侵害証拠、及び取締請求書を提出しなけれ

ばなりません。また、授権委任状、有効な営業証明書については、所在国の公証局を経

て公証し、且つ現地の中国大使館の認証を受ける必要があります。この点について、商

標局と知識産権局の要求は、何れも公証、認証された書類を提出する要求がありますが、

その他の行政機関は、公証・認証しなくてもよく、現在、基本的に統一されています。 

その他の書類については、事件の性質により所要書類が違います。例えば、意匠権侵

害の場合、侵害製品が意匠権と対比する対比図を提出するよう要求されます。更に一部

分の行政機関は、証拠に対する要求が非常に厳しくなっています。また、それぞれの行

政機関の要求により代理人が提出すべき書類にも違いがあります。 

 

書類の不備により受理されないことを避けるために、正式に行政機

関へ取締りを請求する前に、事前に確認したほうが確実であると思い

ます。 

 

 

現場実証と口頭審理

（１）現場実証

普通の商標権侵害事件や、著作権侵害事件の行政処理方法と異なり、

専利権侵害事件の場合、知識産権局は正式に、取締り請求を受理した

後、被請求者の現場にて実地検証を実施します。この実地検証は、知識産権局が相手側

への通知なしに、相手側の所在地へ赴き、侵害品のサンプルを取り寄せ、侵害品の在庫、

製造状況などを確認の上、記録するという手続きです。実地検証の調査記録は、知識産

権局の担当官が被請求人の社員に対して行った尋問記録です。実地検証の目的は、侵害

品のサンプルを取り寄せ、侵害品の在庫、製造状況などを確認し、後日の口頭審理、及

び合議体が侵害か否かを判断するための証拠として利用することができます。 
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留意点 

現状 

手続き 

 

知識産権局は、請求者からの取締り請求を受理した後、現場実証の手

続きを手配することになります。現場検証を実施する前に、請求者に関

連費用（2000元前後）を納付するように、権利者に対して要求します。

現場検証の手続きを実施する際、実施人員は通常2名ですが、権利者又は代理人が同行

したいという要求を認めません。 

 

（２）口頭審理

知識産権局は、事件を審理するために、合議体を構成し、口頭審理

を行います。 

一般的に、現場検証の手続きを実施してから数日後、合議体は召喚状を相手側に送付

し、当局の正式サイトにおいて、口頭審理の時間・場所を公示します。被請求人は通常

口頭審理に出頭しますが、出頭しなくても審理に影響を与えません。工場の規模が小さ

く、管理が十分ではない工場の場合には、被請求者が口頭審理に出頭しないことが多い

のが現状です。 

口頭審理において、裁判所の開廷審理と同様に、事実調査、証拠調べ、現場検証情況

の確認、合議体の質問、弁論の手続きがあります。口頭審理において調停も実施します

が、当事者双方が和解に合意できれば、和解協議を締結することにより事件を終結する

ことができます。 

 

口頭審理手続きについては、裁判所の開廷審理と非常に似ています

が、その審理において、事実調査、証拠調べ、現場検証情況の確認、

弁論などの手続きもありますので、権利者も代理人と一緒に出頭したほうが良いでしょ

う。また、その場を利用して、自社の技術を十分に合議体の審判官に説明することがで

き、有利な方向に導ける可能性があります。 

 

 

地方による法解釈の違いと侵害認定基準の不一致

中国は大陸法系国家に属し、行政機関の法執行人員や裁判官などは一

手続き 
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留意点 

現状 

手続き 

 

知識産権局は、請求者からの取締り請求を受理した後、現場実証の手

続きを手配することになります。現場検証を実施する前に、請求者に関

連費用（2000元前後）を納付するように、権利者に対して要求します。

現場検証の手続きを実施する際、実施人員は通常2名ですが、権利者又は代理人が同行

したいという要求を認めません。 

 

（２）口頭審理

知識産権局は、事件を審理するために、合議体を構成し、口頭審理

を行います。 

一般的に、現場検証の手続きを実施してから数日後、合議体は召喚状を相手側に送付

し、当局の正式サイトにおいて、口頭審理の時間・場所を公示します。被請求人は通常

口頭審理に出頭しますが、出頭しなくても審理に影響を与えません。工場の規模が小さ

く、管理が十分ではない工場の場合には、被請求者が口頭審理に出頭しないことが多い

のが現状です。 

口頭審理において、裁判所の開廷審理と同様に、事実調査、証拠調べ、現場検証情況

の確認、合議体の質問、弁論の手続きがあります。口頭審理において調停も実施します

が、当事者双方が和解に合意できれば、和解協議を締結することにより事件を終結する

ことができます。 

 

口頭審理手続きについては、裁判所の開廷審理と非常に似ています

が、その審理において、事実調査、証拠調べ、現場検証情況の確認、

弁論などの手続きもありますので、権利者も代理人と一緒に出頭したほうが良いでしょ

う。また、その場を利用して、自社の技術を十分に合議体の審判官に説明することがで

き、有利な方向に導ける可能性があります。 

 

 

地方による法解釈の違いと侵害認定基準の不一致

中国は大陸法系国家に属し、行政機関の法執行人員や裁判官などは一

手続き 

留意点 

現状 

般的に、成文法を事件審理の根拠としています。中国では各地方における経済レベルが

不均衡であることに起因して、同一法律に対して地方性がそれぞれ異なっています。つ

まり、地域によって、同一法律規定に対する理解と運用に差異があります。 

経済レベルが高い地域では、行政機関の法執行人員、裁判所の裁判官のレベルが高い

のが一般的です。例えば、北京、上海、天津などの直轄市及び省の首府所在地の広州、

杭州などでは、知的財産権に係る法規の適用が他の都市より厳格で、知的財産権の侵害

行為に対する打撃力が強いですが、例えば「模倣品を製造する金型と器具に対する処理」

に対して、中国の関連法律において、行政機関は模倣品を製造する金型と器具を没収・

廃棄できるとの明文規定があっても、地域によって執行程度が異なっています。中国に

おける侵害製品を製造・販売する業者が集まっている地域は、中小都市や大都市より離

れた場所に多いので、関連法律に対する理解、運用に差異の現象が起こることは、珍し

くありません。 

 

中国では、法律規定において明確に規定していますが、それぞれの

地方行政当局における法に対する認識、又は処理方法が違いますので、

侵害認定の基準が一致しないケースが珍しくありません。そのため、それぞれの地方行

政当局に取締りを請求した場合、同じような侵害行為でも、異なった結論が出る可能性

があります。例えば、類似商標の認定について、ある地方工商局が類似すると判断した

としても、他の地方工商局によって類似しないと判断される可能性があります。その場

合の解決策としては、上部機関又は国家商標局に意見を求めることが考えられます。 

また、事件を順調に解決するために、事前に、地方行政機関の特徴を把握し、地方行

政機関と友好関係を築き、十分に交流したうえ、期待する結果が得られるようにするこ

とも必要になってきます。 

 

 

４ 地方保護主義

地方保護主義は、本質的には、地方政府と法執行機関が、独立の利益

主体として、それぞれの利益を守るために法制の統一を破壊し、権利を

濫用する行為であるといえます。また、各行政機関の間では、経済秩序を保護する場合
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留意点 

説明 

の職権と責任が明確でなく、特に行政機関に対する監督が不十分で、更に責任を追及す

る制度も完備されていないので、行政的な法執行の効果に影響を及ぼしています。例え

ば、現地での高額納税企業が、もし取締りされ、厳しく処理された場合、現地での税収

に影響が及ぼされるため、行政機関は往々にして積極的に対応しません。つまり、現地

の地方利益を保護するため、迅速に処理せず、或いは摘発の後、厳しく処罰を与えない

情況があります。

また、地方保護主義が深刻な場合、一部分の法執行人員は、事前に情報漏洩だけでは

なく、摘発の際に故意に放任する可能性もあります。その場合、調査員の調査を通じて、

倉庫を把握しても、摘発できないおそれもあります。更に、取締り手続きを実施する際、

故意に侵害製品を隠匿したり、処罰を与えなかったりする可能性があります。 

なお、ある地方では、侵害企業によって多くの人の雇用が確保されたのに、侵害企業

を取締り処理すれば、現地政府が大きな打撃をこうむることになるおそれがありますの

で、行政機関は、さまざまな理由で積極的に対応しないケースがあります。さらに、上

級機関にクレームを申し立てても、如何なる返事も得られず、しかも、その後当該地域

での行政機関から如何なる協力も得られなくなった事例も実際にあります。 

 

現地行政機関での地方保護主義をできるだけ回避するために、事前

に上級行政機関と連絡し、上級行政機関の協力を受け、上級行政機関

より現地行政機関にプレッシャーをかける方法を採用するのが得策です。しかし、管轄

の問題がありますので、上級行政機関は、関与したがらないのも否めません。 

もし、侵害により行政ルートを通じて救済を求めるにあたって、地方保護主義の問題

に遭遇した場合、できれば、大都市で公証人の立会いの下、侵害製品を購入することに

より、購入地で侵害訴訟を提起したほうが良いと思われます。 

 

 

５ デザイン模倣による不正競争

中国では現在、高品質の製品の意匠を模倣するという侵害行為などが

多発しています。デザイン模倣事件については、一体、どのような権利

で主張するかがポイントになります。かかる権利がなければ、認められませんので、事
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留意点 

説明 

の職権と責任が明確でなく、特に行政機関に対する監督が不十分で、更に責任を追及す

る制度も完備されていないので、行政的な法執行の効果に影響を及ぼしています。例え

ば、現地での高額納税企業が、もし取締りされ、厳しく処理された場合、現地での税収

に影響が及ぼされるため、行政機関は往々にして積極的に対応しません。つまり、現地

の地方利益を保護するため、迅速に処理せず、或いは摘発の後、厳しく処罰を与えない

情況があります。

また、地方保護主義が深刻な場合、一部分の法執行人員は、事前に情報漏洩だけでは

なく、摘発の際に故意に放任する可能性もあります。その場合、調査員の調査を通じて、

倉庫を把握しても、摘発できないおそれもあります。更に、取締り手続きを実施する際、

故意に侵害製品を隠匿したり、処罰を与えなかったりする可能性があります。 

なお、ある地方では、侵害企業によって多くの人の雇用が確保されたのに、侵害企業

を取締り処理すれば、現地政府が大きな打撃をこうむることになるおそれがありますの

で、行政機関は、さまざまな理由で積極的に対応しないケースがあります。さらに、上

級機関にクレームを申し立てても、如何なる返事も得られず、しかも、その後当該地域

での行政機関から如何なる協力も得られなくなった事例も実際にあります。 

 

現地行政機関での地方保護主義をできるだけ回避するために、事前

に上級行政機関と連絡し、上級行政機関の協力を受け、上級行政機関

より現地行政機関にプレッシャーをかける方法を採用するのが得策です。しかし、管轄

の問題がありますので、上級行政機関は、関与したがらないのも否めません。 

もし、侵害により行政ルートを通じて救済を求めるにあたって、地方保護主義の問題

に遭遇した場合、できれば、大都市で公証人の立会いの下、侵害製品を購入することに

より、購入地で侵害訴訟を提起したほうが良いと思われます。 

 

 

５ デザイン模倣による不正競争

中国では現在、高品質の製品の意匠を模倣するという侵害行為などが

多発しています。デザイン模倣事件については、一体、どのような権利

で主張するかがポイントになります。かかる権利がなければ、認められませんので、事

前に権利を保有することが重要です。デザイン模倣について、主として以下の権利を主

張することが可能です。 

 

 意匠権の主張 

製品の意匠について、意匠権を持っていれば、模倣品に対して、意匠権に基づいて、

権利を行使することが可能です。 

 

メリット 

 出願することで、意匠を保護する意匠権を取得することができ

る。 

 意匠権に基づいて、意匠の模倣行為に対し、権利行使が可能。 

 類似のデザインに対しても、権利行使することが可能である。 

デメリット 

 出願しなければ、権利を得ることができない。出願には費用が

かかり、且つ権利を維持する費用も必要である。 

 保護期間は 10 年と短い。 

 新規性があるデザインしか、有効な意匠権を取得できない。関

係製品が既に販売され、あるいは他の方法で、デザインが公知

になった場合、意匠権を取得しても、無効化されるおそれがあ

る。 

 

 立体商標権の主張 

2001年の商標法改正以降、中国では、立体商標が法律の保護範囲に組み入れられ、

企業が自社の製品デザインについて立体商標として出願することが可能となりました。 

立体商標が登録されれば、模倣デザインに対し、商標権の主張が可能になります。 

 

 

メリット 

 新規性の要求がない。関係製品が既に販売され、あるいは他の

方式で、デザインが公知になる場合でも、商標権を取得できる

可能性がある。 

 存続期間は、永遠に更新できる。 
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デメリット 

 新規性の要求がないが、識別性の要求がある。立体商標が許可

された例は少ない。立体商標権を取得することは容易ではない。 

 関係公衆に、混同・誤認を生じさせるおそれがあるかどうかは、

侵害となるかどうかを判断する際の肝心な基準である。デザイ

ンが類似していても、他の識別要素で、関係公衆の混同・誤認

を生じさせない場合、依然として侵害とならないと判断される

可能性がある。 

 

 著名商品の特有包装・装飾の主張 

中国「不正競争防止法」第5条第2項に、「無断で著名商品特有の名称、包装、装飾を

使用し、又は著名商品と類似する名称、包装、装飾を使用して他人の著名商品と混同さ

せ、購入者をして当該著名商品であるという誤認をさせる場合、不正競争行為に該当す

る」と規定しています。同規定は、著名商品に関する包装及び装飾に対する保護となり、

関係デザインは包装・装飾になる場合、模倣品に対して、不正競争を以って主張するこ

とが可能です。 

 

メリット 
 権利の出願などは必要ではない。 

 保護期間の期限がない。 

デメリット 

 関係商品の知名度、包装・装飾の特有性および関係公衆に混同・

誤認を生じさせるおそれを証明しなければならない。 

 商品の包装・装飾ではなく、自体の商品デザインは、保護を受

けられない。日本の不正競争防止法では、商品形態の模倣もあ

る程度規制できるが、中国の不正競争防止法では、商品形態の

模倣への規制に関する規定がない。  

 

 著作権の主張 

独特的な構想、創意が新規となる包装デザインについて、著作権方式によって、保護

することが可能です。 
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デメリット 

 新規性の要求がないが、識別性の要求がある。立体商標が許可

された例は少ない。立体商標権を取得することは容易ではない。 

 関係公衆に、混同・誤認を生じさせるおそれがあるかどうかは、

侵害となるかどうかを判断する際の肝心な基準である。デザイ

ンが類似していても、他の識別要素で、関係公衆の混同・誤認

を生じさせない場合、依然として侵害とならないと判断される

可能性がある。 

 

 著名商品の特有包装・装飾の主張 

中国「不正競争防止法」第5条第2項に、「無断で著名商品特有の名称、包装、装飾を

使用し、又は著名商品と類似する名称、包装、装飾を使用して他人の著名商品と混同さ

せ、購入者をして当該著名商品であるという誤認をさせる場合、不正競争行為に該当す

る」と規定しています。同規定は、著名商品に関する包装及び装飾に対する保護となり、

関係デザインは包装・装飾になる場合、模倣品に対して、不正競争を以って主張するこ

とが可能です。 

 

メリット 
 権利の出願などは必要ではない。 

 保護期間の期限がない。 

デメリット 

 関係商品の知名度、包装・装飾の特有性および関係公衆に混同・

誤認を生じさせるおそれを証明しなければならない。 

 商品の包装・装飾ではなく、自体の商品デザインは、保護を受

けられない。日本の不正競争防止法では、商品形態の模倣もあ

る程度規制できるが、中国の不正競争防止法では、商品形態の

模倣への規制に関する規定がない。  

 

 著作権の主張 

独特的な構想、創意が新規となる包装デザインについて、著作権方式によって、保護

することが可能です。 

 

現状 

提案 

メリット 

 著作物を完成し次第、自動的に著作権を取得することができる

ので、権利の出願などは必要ない。 

 保護期間は、50 年ある。意匠権の保護期間より遥かに長い。 

デメリット 

 関係デザインが著作物になるかどうか、疑問がある。特に、中

国の著作権法では、応用美術著作物との明確な規定がないので、

製品のデザインが著作物にならないと判断されるおそれがあ

る。 

 著作権侵害を主張する際に、同一または実質的類似が要求され

る。類似かどうかについては、厳しく判断される。  

 

前述のように、各権利を主張する際に、それぞれメリットとデメリ

ットがありますが、製品意匠について、意匠権による保護は一番有効

です。したがって、製品の意匠が完成したら、発売する前に、意匠出願をすることをお

勧めします。意匠権を取得したら、模倣業者に対し、意匠権に基づき、効果的に権利を

行使することができます。 

意匠権の保護期間が満了した後、著作権又は不正競争防止法の適用が考えられます。

また、本デザインに立体的特徴がある場合、立体商標の出願もできます。 

 

６ 正規委託工場による横流し品

多数の企業は現在、中国国内のメーカーにOEM生産を依頼していま

す。製造した製品がオーダーの数量より多くなり、検品によって不良品

が出た場合、無断でかつ安価に不良品を回収する専門の業者を通じて、いわゆる「在庫

品市場」や「外国輸出品専売店」に流れてしまいます。 

殆どの有名なブランドを保有している企業は、ブランドの価値を保護するために、専

門の販売ルートで合格品のみを販売しています。横流品や不良品の出回りは、販売市場

の秩序を破壊し、ブランドのイメージにも悪い影響を与えます。 

横流品の製造工場は、通常、商標権者からの授権書類などを提供できますので、普通

の商標権侵害事件より、処理することが、難しくなっています。しかも、注文過剰によ

って多くなった在庫品や検品によるB級品について、その製品に使用している商標は、
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対策 

現状 

権利者からの許可をもらっていますので、模倣品ではなく、単純な販売ルートにおける

問題であるため、侵害とみなされるべきではないとの意見もあります。 

 

OEM生産メーカーと委託契約を締結する場合、注文過剰によって多

くなった在庫品、検品によるB級品、不良品の処理について、明確に規

定することが大変重要になってきています。 

OEM生産メーカーは、契約での約定に違反して、無断に製品を販売する際に、契約

違反の責任を追及できますし、横流品は無断に販売された製品なので、侵害品であると

主張することも可能です。 

 

 

７ 廃棄処分と処理期限における不透明性

取締り担当機関に押収された模倣品の処分について、不透明な部分が

あります。 

例えば、「商標法」53条には、「工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即

時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用する器

具を没収、廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる…」と規定しています。 

通常の理解としては、押収された登録商標侵害商品は、廃棄すべきですが、実際、第

53条に対する理解について、国家工商総局による江蘇省工商局への回答において、「商

標法第53条における廃棄は、没収された商品を処分する一つの方法であるが、唯一の方

法ではない。法により没収された商標侵害商品について、もし利用価値を有し且つ商標

と商品とを分離することができる場合、廃棄以外のその他の処理方法で処分できる」と

明示されました。 

当該回答から見れば、侵害商品の情況により、工商局の処理方法が異なっています。

処理方法が違っても最終的な処理結果を権利者に知らせることは、当然のことですが、

実務において、どのように処分したかについて、権利者に十分に開示していない事件が

多いのが現状です。 

また、取締りを実施した後、その後の処理期限にも不透明な部分があります。国家工

商総局は、「工商行政管理局処罰手続きに関する規定」を制定しました。本規定の第57

148

第４章 模倣品対策の行政救済



対策 

現状 

権利者からの許可をもらっていますので、模倣品ではなく、単純な販売ルートにおける

問題であるため、侵害とみなされるべきではないとの意見もあります。 

 

OEM生産メーカーと委託契約を締結する場合、注文過剰によって多

くなった在庫品、検品によるB級品、不良品の処理について、明確に規

定することが大変重要になってきています。 

OEM生産メーカーは、契約での約定に違反して、無断に製品を販売する際に、契約

違反の責任を追及できますし、横流品は無断に販売された製品なので、侵害品であると

主張することも可能です。 

 

 

７ 廃棄処分と処理期限における不透明性

取締り担当機関に押収された模倣品の処分について、不透明な部分が

あります。 

例えば、「商標法」53条には、「工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即

時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用する器

具を没収、廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる…」と規定しています。 

通常の理解としては、押収された登録商標侵害商品は、廃棄すべきですが、実際、第

53条に対する理解について、国家工商総局による江蘇省工商局への回答において、「商

標法第53条における廃棄は、没収された商品を処分する一つの方法であるが、唯一の方

法ではない。法により没収された商標侵害商品について、もし利用価値を有し且つ商標

と商品とを分離することができる場合、廃棄以外のその他の処理方法で処分できる」と

明示されました。 

当該回答から見れば、侵害商品の情況により、工商局の処理方法が異なっています。

処理方法が違っても最終的な処理結果を権利者に知らせることは、当然のことですが、

実務において、どのように処分したかについて、権利者に十分に開示していない事件が

多いのが現状です。 

また、取締りを実施した後、その後の処理期限にも不透明な部分があります。国家工

商総局は、「工商行政管理局処罰手続きに関する規定」を制定しました。本規定の第57

対策 

現状 

対策 

条によれば、「通常、3ヶ月以内に処理完了しますが、複雑な場合、上級機関の許可を

得てから、1ヶ月延長することができ、事件が特別に複雑で、延長しても処理できない

場合、行政機関の会議により討論の上、延長するか否かを決める」と規定されています。 

実務において、上部機関の許可を得る必要があり、又は侵害者との交渉中との理由で

長い時間を経ても処理結果を出せないケースも有ります。 

 

上記のようなことが生じたことは、行政機関に対する監督システム不

備に原因があり、担当責任者の責任感低下にも起因しています。このよ

うな情況である場合、代理人又は当事者は、取締り担当機関と緊密に連絡し、よい関係

を築いて、権利者の目的を達成し、円満に解決するために努力しなければなりません。 

 

 

８ 再犯の問題と対応

模倣品対策について、権利者にとって、再犯の多発は、非常に憂慮

している問題です。 

商標法実施条例第52条には、「登録商標の専用権を侵害する行為に対する罰金額は、

不法所得の３倍以下とする。不法所得を算出しがたい場合、罰金額は１０万元以下とす

る。」と規定しています。 

著作権実施条例第36条には、「著作権法第四十七条に掲げる権利侵害行為があると共

に、社会公共利益を害する場合には、著作権行政管理部門は不法所得の３倍以下の罰金

を課すことができる。不法所得を算出しがたい場合には、１０万元以下の罰金を課すこ

とができる。」と規定しています。 

現行法律に規定している処罰金額が軽く、罰金と比べて、侵害製品によって取得した

利益のほうが多いことも、再犯を助長する要因になっています。 

また、一部分の侵害者は、一度取締りをされた後、新しい企業の名前で引き続いて侵

害製品を製造する傾向にあります。その場合、行政機関は、厳しく処理したいですが、

前回と今回の侵害主体が違いますので、重い処罰を与える根拠がありません。 

 

中国の現行の法律において再犯に対する処理方法は明確な規定があ
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説明 

対策 

りませんので、再犯の侵害者に対して民亊訴訟を提起し、損害賠償金を請求することに

より、侵害者の損失を拡大させ、侵害行為を抑制しています。 

更に侵害金額が刑法に規定している基準になる場合、刑事責任を追及することより再

犯を差し止めることが得策です。 

 

 

９ 損害賠償獲得の不可能

中国では、知的財産権違法行為に対し、行政ルートにより取締りを請

求した場合、処理時間が早く、コストが低いというメリットがある一方

で、被害者は、侵害者に対して損害賠償金を請求することができないデメリットがあり

ます。 

また、行政ルートにより侵害者に対して侵害行為を停止するよう命じても、侵害者が

履行しない場合、行政機関は、強制力を有しないため、裁判所に強制執行を求める方法

しかありません。 

例えば、中国「専利法」第60条によれば、「専利業務管理部門が処理する際、侵害行

為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることが

できる。当事者は不服がある場合、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」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間内に提訴

せず、かつ侵害行為を停止しないときは、専利業務管理部門は裁判所に強制執行を申請

することができる。専利業務管理部門は当事者の申請により、専利権侵害に対する賠償

額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共

和国民事訴訟法」に基づいて、裁判所に提訴することができる」ということで、「商標

法」第53条においても同じような規定があります。 

 

侵害事件において、行政ルートにより、侵害事件を解決したい場合、

当事者は侵害の為の経済損失について、行政機関に調停してもらうこと

ができますが、賠償金額について、合意に達しない場合、唯一のルートとしては裁判所

に提訴することができます。 

そのため、侵害行為により、大きな損失を受けて、或いは、現地での地方保護主義傾
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説明 

対策 

りませんので、再犯の侵害者に対して民亊訴訟を提起し、損害賠償金を請求することに

より、侵害者の損失を拡大させ、侵害行為を抑制しています。 

更に侵害金額が刑法に規定している基準になる場合、刑事責任を追及することより再

犯を差し止めることが得策です。 

 

 

９ 損害賠償獲得の不可能

中国では、知的財産権違法行為に対し、行政ルートにより取締りを請

求した場合、処理時間が早く、コストが低いというメリットがある一方

で、被害者は、侵害者に対して損害賠償金を請求することができないデメリットがあり

ます。 

また、行政ルートにより侵害者に対して侵害行為を停止するよう命じても、侵害者が

履行しない場合、行政機関は、強制力を有しないため、裁判所に強制執行を求める方法

しかありません。 

例えば、中国「専利法」第60条によれば、「専利業務管理部門が処理する際、侵害行

為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることが

できる。当事者は不服がある場合、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」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間内に提訴

せず、かつ侵害行為を停止しないときは、専利業務管理部門は裁判所に強制執行を申請

することができる。専利業務管理部門は当事者の申請により、専利権侵害に対する賠償

額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共

和国民事訴訟法」に基づいて、裁判所に提訴することができる」ということで、「商標

法」第53条においても同じような規定があります。 

 

侵害事件において、行政ルートにより、侵害事件を解決したい場合、

当事者は侵害の為の経済損失について、行政機関に調停してもらうこと

ができますが、賠償金額について、合意に達しない場合、唯一のルートとしては裁判所

に提訴することができます。 

そのため、侵害行為により、大きな損失を受けて、或いは、現地での地方保護主義傾

現状 

向があり、更に損害賠償金を請求したい場合、司法ルートを利用して解決したほうが良

いでしょう。 

侵害訴訟の際には、行政ルートにおける関係書類、たとえば、現場実証の記録、行政

処罰決定などは、有効な証拠となります。 

 

 

金型や機械の押収について

金型などの廃棄は、なかなか難しい問題です。 

「商標法」第53条には、「…工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた

場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使

用する器具を没収、廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる」と規定しています。 

「著作権法」第47条には、「…情状が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に

主に権利侵害にかかる複製品の制作に用いられた材料、工具、設備等を没収することも

できる。」と規定しています。 

「製品品質法」第18条4項には、「人体の健康と人身及び財産の安全を保障する国の

基準若しくは業種基準に適合しないという根拠のある製品、又はその他の重大な品質問

題のある製品、並びに当該製品の生産販売に直接用いる原材料、補助材料、包装物、生

産工具について、これを封じ、又は差し押さえる」と規定しています。 

上記の規定に基づき、模倣品の生産に用いる機械設備を処分することができますが、

実務上、中国各地行政機関の取組状況は、それぞれあります。多くの行政機関は、模倣

品を生産する金型などを没収し又は破棄するか否かに関しては、かなりの権限を保有す

るため、その裁量次第です。 

しかも、実務上、侵害品の金型を特定することは難しいです。現場検証の際に、金型

を見つけられず、又は多くの金型を見つけても、どの金型が侵害品の金型であるのかを

判断できないことが多いという現状です。行政機関は、通常、被疑侵害者に、金型を提

出するよう要求しますが、被疑侵害者は虚偽を申立、提供しないケースが多いのが現状

です。 

このように、金型を見つけられないので、行政機関は、行政決定において、金型の廃

棄にまで言及せず、あるいは、行政決定で、金型の廃棄を明確に記載しているものの、
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対策 

効果的執行ができていません。 

 

実務において、金型を廃棄させることは非常に難しい問題であり、現時

点では、金型を廃棄させる有効な方法がありません。 

行政摘発で、金型を見つけることが、望ましいのですが、見つけられな

い場合は、ほとんど廃棄できていません。その場合、民事訴訟を提起することにより、

裁判所から判決書を取得します。但し、裁判所から金型の廃棄の判決書を貰っても、執

行できない情況が多いので、民事訴訟で支払いを命じられる損害賠償金を減額すること

を条件提示することで、被告に金型を廃棄させる可能性を見出します。従って、訴訟を

利用して、相手にプレッシャーをかけ、相手が自ら金型を廃棄させることができれば、

一番望ましいと言えます。 
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対策 

効果的執行ができていません。 

 

実務において、金型を廃棄させることは非常に難しい問題であり、現時

点では、金型を廃棄させる有効な方法がありません。 

行政摘発で、金型を見つけることが、望ましいのですが、見つけられな

い場合は、ほとんど廃棄できていません。その場合、民事訴訟を提起することにより、

裁判所から判決書を取得します。但し、裁判所から金型の廃棄の判決書を貰っても、執

行できない情況が多いので、民事訴訟で支払いを命じられる損害賠償金を減額すること

を条件提示することで、被告に金型を廃棄させる可能性を見出します。従って、訴訟を

利用して、相手にプレッシャーをかけ、相手が自ら金型を廃棄させることができれば、

一番望ましいと言えます。 
  

第５章 模倣品対策の司法救済―民事訴訟 
第１節 概要

1.関連法律 

（1）知的財産権民事訴訟の一般規定 

 

民事訴訟関連 民事訴訟法 

最高裁判所による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する若干

問題の意見 

最高裁判所による民事訴訟証拠に関する若干規定(法釈〔2001〕33号) 

最高裁判所による裁判所の民事調停業務に関する若干問題の規定(法釈

〔2004〕12号) 

最高裁判所による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用における執行

手続に関する若干問題の解釈(法釈〔2008〕13号) 

専利法関連 最高裁判所による訴訟前の専利権侵害行為差止の法律適用問題に関する

若干規定(法釈〔2001〕20号) 

最高裁判所による専利紛争事件審理の法律適用問題に関する若干規定(法

釈〔2001〕21号) 

最高裁判所による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の

問題に関する解釈 (法釈〔2009〕21号) 

商標法関連 最高裁判所による裁判所の登録商標権の財産保全に関する解釈(法釈

〔2001〕1号) 

最高裁判所による商標事件審理の管轄及び法律適用範囲の問題に関する

解釈(法釈〔2002〕1号) 

最高裁判所による提訴前の登録商標専用権侵害行為の差止及び証拠保全

に関する法律適用問題の解釈(法釈〔2002〕2号) 

最高裁判所による商標民事紛争事件審理の法律適用の若干問題に関する

解釈(法釈〔2002〕32号) 

最高裁判所による登録商標、企業名称及び先行権利の抵触の民事紛争事件

に関する若干問題の規定〔2008〕3号) 
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商標法関連 最高裁判所による馳名商標保護に及ぶ民事紛争事件の応用法律若干問題

の解釈(法釈〔2009〕3号) 

著作権法関連 最高裁判所による著作権民事紛争事件審理の法律適用の若干問題に関す

る解釈(法釈〔2002〕31号) 

最高裁判所によるコンピューターネットワーク著作権紛争事件の審理の

法律適用の若干問題に関する解釈(法釈〔2006〕11号) 

不正競争防止

法関連 

最高裁判所による不正競争民事事件の審理の法律適用の若干問題に関す

る解釈(法釈〔2007〕2号) 

その他 最高裁判所による植物新品種紛争事件に関する若干問題の解釈(法釈

〔2001〕5号) 

最高裁判所による植物新品種権侵害紛争事件の法律の具体的適用問題に

関する若干規定(法釈〔2007〕1号) 

最高裁判所によるコンピュータードネットワークドメインネームの民

事紛争事件の適用法律に関する若干問題の解釈(法釈〔2001〕24号) 

 

（2）外国企業が当事者である場合の特則 

民事訴訟関連 民事訴訟法 第235～267条 

最高裁判所による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する若干

問題の意見 第304～320条 

最高裁判所による民事訴訟証拠に関する若干規定(法釈〔2001〕33号) 

第11～12条 

 

2.知財権侵害訴訟の現状 

             中国知財民事訴訟件数の推移 
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商標法関連 最高裁判所による馳名商標保護に及ぶ民事紛争事件の応用法律若干問題

の解釈(法釈〔2009〕3号) 

著作権法関連 最高裁判所による著作権民事紛争事件審理の法律適用の若干問題に関す

る解釈(法釈〔2002〕31号) 

最高裁判所によるコンピューターネットワーク著作権紛争事件の審理の

法律適用の若干問題に関する解釈(法釈〔2006〕11号) 

不正競争防止

法関連 

最高裁判所による不正競争民事事件の審理の法律適用の若干問題に関す

る解釈(法釈〔2007〕2号) 

その他 最高裁判所による植物新品種紛争事件に関する若干問題の解釈(法釈

〔2001〕5号) 

最高裁判所による植物新品種権侵害紛争事件の法律の具体的適用問題に

関する若干規定(法釈〔2007〕1号) 

最高裁判所によるコンピュータードネットワークドメインネームの民

事紛争事件の適用法律に関する若干問題の解釈(法釈〔2001〕24号) 

 

（2）外国企業が当事者である場合の特則 

民事訴訟関連 民事訴訟法 第235～267条 

最高裁判所による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する若干

問題の意見 第304～320条 

最高裁判所による民事訴訟証拠に関する若干規定(法釈〔2001〕33号) 

第11～12条 

 

2.知財権侵害訴訟の現状 

             中国知財民事訴訟件数の推移 

 

 

 

 

 

17,877
24,406

30,626

42,931

59,882

0

10,000
20,000

30,000

40,000
50,000

60,000

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

知財民事訴訟 

2

中国での知財権侵害訴訟の件数は、年々増加の一途であり、知財権に対する司法

保護力は強化され、知財権侵害訴訟の審判業務も有効に展開されています。

渉外知財権民事訴訟事件は、全体的に増加している状況ですが、その傾向は2007年か

ら2008年までの間を除き、大体毎年1300件ぐらいを維持しています。

3.訴訟時効

中国民法通則及び専利法、商標法などによれば、知財権侵害訴訟の訴

訟時効は 2年で、侵害行為を知った日或いは知り得た日から起算します。

訴訟時効は、訴訟での被告の抗弁手段として、被告が訴訟時効の問題を

説明

668
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渉外知財権民事訴訟件数の推移

2 年

権利者が侵害行為を知った日又は知り得た日

①警告書などを通じて、模倣業者に

侵害行為の差止を要求した場合 

②模倣業者が侵害行為の差止を承

認した場合 

中断され

た日より

改めて算

定する。

起算

中断

中止
訴訟時効期限の最後の 6 ヶ月以内

に、権利者が不可抗力或いは他の

障害で権利行使ができなくなった

効果

効果
権利行使で

きない事由

が無くなっ

た日から継

続して算定
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3

主張しなければ、裁判所は自ら審理しません。知財権民事訴訟での被告は、権利者の証

拠から、知的財産権者が侵害行為を知った日、或いは知り得た日を推定することができ

ますので、権利者は、証拠に対して、証拠力及び証明内容の問題を検討するほか、訴訟

時効の問題がないかを検討する必要があります。 

また、上記のとおり、権利者が警告書の送達などを通じて、権利行使を行った場合、

訴訟時効は一時中断するので、この場合は、権利行使日から改めて訴訟時効を起算しま

す。 

 なお、知財権侵害訴訟の訴訟時効に関しては、特別な規定があります。つまり、知財

権侵害行為について、権利者が2年を超えて提訴した場合、権利侵害行為が提訴する時

点でも依然として継続しており、当該知財権が有効期間内にあるとき、裁判所は被告に

対し権利侵害行為を差止めさせなければなりません。また、損害賠償の金額は、権利者

が裁判所に提訴した日から2年前までさかのぼって計算します。 

 

4. 管轄 

（1）級別管轄 

専利権、植

物新品種、

集積回路

などの事

件 

原則規定 
各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中等裁判所 
例外規定  
①各省、自治区、直轄市の高等裁判所――係争金額、事件が重大な影響を有 
するかなどに関連する。【地方各地裁判所の第一審知的財産権民事案件管轄

標準の調整に関する通知 法発(2010)5 号】 
②最高裁判所の指定した中等裁判所 
(2011 年まで、全国に 82 箇所の中等裁判所が知財訴訟の管轄権を有する) 
②最高裁判所の指定した基層裁判所――義烏裁判所、昆山裁判所、海淀裁判

所（特定条件下の実用新案と意匠紛争事件） 

商標権、著

作権、不正

競争など

の事件 

原則規定 
中等裁判所が管轄する。 
例外規定 
①各省、自治区、直轄市の高等裁判所――係争金額、事件が重大な影響を有

するかなどに関連する。【地方各地裁判所の第一審知的財産権民事案件管轄

標準の調整に関する通知 法発(2010)5 号】 
②各高等裁判所は本管轄区の実際状況に基づき、最高裁判所の認可を経て、
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主張しなければ、裁判所は自ら審理しません。知財権民事訴訟での被告は、権利者の証

拠から、知的財産権者が侵害行為を知った日、或いは知り得た日を推定することができ

ますので、権利者は、証拠に対して、証拠力及び証明内容の問題を検討するほか、訴訟

時効の問題がないかを検討する必要があります。 

また、上記のとおり、権利者が警告書の送達などを通じて、権利行使を行った場合、

訴訟時効は一時中断するので、この場合は、権利行使日から改めて訴訟時効を起算しま

す。 

 なお、知財権侵害訴訟の訴訟時効に関しては、特別な規定があります。つまり、知財

権侵害行為について、権利者が2年を超えて提訴した場合、権利侵害行為が提訴する時

点でも依然として継続しており、当該知財権が有効期間内にあるとき、裁判所は被告に

対し権利侵害行為を差止めさせなければなりません。また、損害賠償の金額は、権利者

が裁判所に提訴した日から2年前までさかのぼって計算します。 

 

4. 管轄 

（1）級別管轄 

専利権、植

物新品種、

集積回路

などの事

件 

原則規定 
各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中等裁判所 
例外規定  
①各省、自治区、直轄市の高等裁判所――係争金額、事件が重大な影響を有 
するかなどに関連する。【地方各地裁判所の第一審知的財産権民事案件管轄

標準の調整に関する通知 法発(2010)5 号】 
②最高裁判所の指定した中等裁判所 
(2011 年まで、全国に 82 箇所の中等裁判所が知財訴訟の管轄権を有する) 
②最高裁判所の指定した基層裁判所――義烏裁判所、昆山裁判所、海淀裁判

所（特定条件下の実用新案と意匠紛争事件） 

商標権、著

作権、不正

競争など

の事件 

原則規定 
中等裁判所が管轄する。 
例外規定 
①各省、自治区、直轄市の高等裁判所――係争金額、事件が重大な影響を有

するかなどに関連する。【地方各地裁判所の第一審知的財産権民事案件管轄

標準の調整に関する通知 法発(2010)5 号】 
②各高等裁判所は本管轄区の実際状況に基づき、最高裁判所の認可を経て、

 
 
 

4

比較的大きい都市で1～2の基層裁判所を第一審商標民事紛争案件として

受理する裁判所と確定することができる。【基層裁判所の第一審知的財産権

民事事件管轄標準の発行に関する通知 法発(2010)6号】 

（2）地域管轄 

被告所在地  個人――戸籍所在地或いは居住地 

 法人――主な営業場所或いは主な業務所在地 

侵害行為地 専利権関連  発明特許権、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、輸入などの行為の実施地、特許

方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製

品の使用、販売の申出、販売、輸入などの行為の実施地 
 意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人 
意匠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 

商標権関連  侵害行為の実施地、侵害品の貯蔵地又は封印、差押地 

著作権関連  侵害行為の実施地、被疑侵害品の貯蔵地、差押地 

 

5. 訴訟手続き 

（1）提訴 

 提訴の必要書類 

① 訴状及び証拠 

② 当事者の身分証明書（外国企業であれば、公証認証及び裁判所が指定し

た翻訳機構により翻訳される必要がある。外国企業の場合、公証認証された法人代

表者身分証明書および中国語訳、公証認証された現在事項全部証明書（法務局から

取寄せたもの）及び中国語訳） 

③ 訴訟代理人への授権委任状（公証認証された授権委任状及び裁判所が指定した翻訳

機構の翻訳による中国語訳）、訴訟代理人の身分証明書 

 訴訟の提起 

 上記（1）における必要書類を持参して管轄の有する裁判所の受理廷に提出し、受理

廷の審査を受ける。受理廷の審査を通過すれば、訴訟費用納付通知書が発行される。納

付通知書に従い、関係銀行に訴訟費用を納付します。 

(2) 一審 

説明 
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 プロセス 

 

 説明 

受理 裁判所は民事訴状を受け取った後、審査を経て、受理条件を満たして

いると認めた場合、通常、7日以内に事件の立件可否を権利者に通知す

る。 

被告への転送 裁判所は立件日から5日間以内に訴状の副本を被告に送達する。 

被告の答弁状

及び管轄権異

議の提出 

被告は、訴状を受け取ってから 15 日以内に答弁状を提出することがで

きる(被告が答弁状を提出しなくても、事件の審理には影響がない)裁判

所は被告の答弁状を受け取ってから 5 日以内に答弁状の副本を権利者

に送達する。 

また、被告は答弁期間内に、裁判所の管轄権について異議を提出する

ことができる。裁判所は、審査を経て、異議が成立すると認めた場合、

管轄権を有する裁判所に事件を移管するが、異議が成立しないと判断

した場合は、管轄権異議を却下する旨の裁定を言い渡す。被告は管轄

権異議に関する裁定書に不服の場合は、裁定書の受領日から10日(外国

人或いは外国企業は30日)以内に上訴することができる。実務において
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5

 プロセス 

 

 説明 

受理 裁判所は民事訴状を受け取った後、審査を経て、受理条件を満たして

いると認めた場合、通常、7日以内に事件の立件可否を権利者に通知す

る。 

被告への転送 裁判所は立件日から5日間以内に訴状の副本を被告に送達する。 

被告の答弁状

及び管轄権異

議の提出 

被告は、訴状を受け取ってから 15 日以内に答弁状を提出することがで

きる(被告が答弁状を提出しなくても、事件の審理には影響がない)裁判

所は被告の答弁状を受け取ってから 5 日以内に答弁状の副本を権利者

に送達する。 

また、被告は答弁期間内に、裁判所の管轄権について異議を提出する

ことができる。裁判所は、審査を経て、異議が成立すると認めた場合、

管轄権を有する裁判所に事件を移管するが、異議が成立しないと判断

した場合は、管轄権異議を却下する旨の裁定を言い渡す。被告は管轄

権異議に関する裁定書に不服の場合は、裁定書の受領日から10日(外国

人或いは外国企業は30日)以内に上訴することができる。実務において

 
 
 

6

は、模倣業者は、時間を引き延ばしたり、証拠を隠滅したりすること

を目的として、管轄権異議を提出する場合が多い。 

合議体の構成 裁判所は合議体を設置し、且つ設置日から3日以内に合議体の構成メン

バーを当事者双方に通知する。 

立証期限 通常、立件受理通知書を受け取ってから1ヵ月以内が立証期限である。

立証期限内に証拠の提出が不可能である場合、裁判所に延期を申請す

ることができる。 

開廷審理 裁判所は、開廷審理の3日前に、開廷審理に関する召喚状を発行して、

当事者に通知する。権利者は開廷審理を傍聴することができる。外国

人或いは外国企業の場合、事前に裁判所へ傍聴に関する事項を伝え、

裁判所の要求にしたがって、関連資料を準備する必要がある。 

書面代理意見

の提出 

当事者は、開廷審理における議論内容について、書面による代理意見

を提出することができる。 

判決の言渡し 書面による代理意見提出後、適当な時期に裁判所が一審判決を言渡す。

法律規定に従い、受理日から3ヶ月以内に判決を言渡さなければならな

いが、特別な状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間

を延長することができる。 
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（3）二審 

 プロセス 

 
 説明 

上訴の提起 当事者は一審判決を不服とする場合、一審判決を受領してから15日以

内(外国当事者の場合は30日以内)に一審裁判所の上級裁判所に上訴

を提起することができる。上訴状は原審裁判所に提出すべきである

が、当事者が直接、上級裁判所に上訴状を提出した場合、上級裁判所

は5日以内に上訴状を一審裁判所に移送する。 

相手方へ上訴状

の送達 

一審裁判所は、上訴状を受領してから5日以内に上訴状の副本を相手

方に送達する。 

相手方による答

弁状の提出 

相手方は、上訴状を受領してから 15 日以内に答弁状を提出すること

ができる(答弁状を提出しなくても、事件の審理に影響を与えない)。 

答弁状を上訴人

に送達 

裁判所は相手方の答弁状を受領してから5日以内に答弁状の副本を上

訴人に送達する。 

一審裁判所は二

審裁判所へ訴訟

一審裁判所は、上訴状、答弁状を受領してから、5日以内に、訴訟事

件に関する全ての資料と証拠を二審裁判所へ送達する。 
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（3）二審 

 プロセス 

 
 説明 

上訴の提起 当事者は一審判決を不服とする場合、一審判決を受領してから15日以

内(外国当事者の場合は30日以内)に一審裁判所の上級裁判所に上訴

を提起することができる。上訴状は原審裁判所に提出すべきである

が、当事者が直接、上級裁判所に上訴状を提出した場合、上級裁判所

は5日以内に上訴状を一審裁判所に移送する。 

相手方へ上訴状

の送達 

一審裁判所は、上訴状を受領してから5日以内に上訴状の副本を相手

方に送達する。 

相手方による答

弁状の提出 

相手方は、上訴状を受領してから 15 日以内に答弁状を提出すること

ができる(答弁状を提出しなくても、事件の審理に影響を与えない)。 

答弁状を上訴人

に送達 

裁判所は相手方の答弁状を受領してから5日以内に答弁状の副本を上

訴人に送達する。 

一審裁判所は二

審裁判所へ訴訟

一審裁判所は、上訴状、答弁状を受領してから、5日以内に、訴訟事

件に関する全ての資料と証拠を二審裁判所へ送達する。 

資料を転送 

合議体の構成 裁判所は合議体を構成し、且つ構成日から3日以内に合議体の構成メ

ンバーを当事者双方に通知する。 

立証期限 当事者が二審の際に新しい証拠を提出する場合、二審の開廷審理の前

或いは開廷審理の際に、提出することができる。二審開廷審理を行わ

ない場合は、裁判所の指定した立証期限内に新しい証拠を提出するこ

とができる。 

開廷審理 裁判所は、開廷審理の3日前に、開廷審理に関する召喚状を発行して、

当事者に通知する。外国人或いは外国企業は開廷審理を傍聴すること

ができ、傍聴しようとする場合、事前に裁判所に申請する必要がある。 

書面代理意見の

提出 

当事者は、開廷審理における議論点について、書面による代理意見を

提出できる。 

二審判決の言渡

し 

書面代理意見提出後、適当な時期に裁判所が二審判決を言渡す。法律

規定に従い、受理日から3ヶ月以内に判決を言渡さなければならない

が、特別な状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を

延長することができる。渉外事件の場合、審理期限の制限を受けない。 

 

（4）再審 

中国では二審制ですが、確定された判決に明らかな誤りがある場合、再

審を提起して是正することができます。再審を提起するルートには、①裁

判所職権による再審、②検察院控訴による再審、③当事者申請による再審

の３つのルートがあります。以下に、当事者申請による再審の手続きを紹介します。 
  

説明 
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 プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明 

再審の提起 当事者は、既に法的効力が発生した判決、裁定において明らかな誤りが

有ると認めた場合、上級裁判所に再審を提起することができる。但し、

元の判決、裁定の執行は停止しない。 

再審の受理 

 

再審申立人の提出した再審申立が法的条件を満たす場合、裁判所は、5

日以内に受理し、かつ再審申立人に受理通知書を送達しなければならな

い。同時に、被請求人及び原審のその他当事者に受理通知書、再審申立

書副本及び送達住所確認書を送達しなければならない。 

（実務においては、最高裁に再審を求める事件が非常に多いので、再審

を提起する場合、3 ヶ月前に最高裁に予約する必要がある。また、最高裁

162

第５章 模倣品対策の司法救済―民事訴訟



 プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明 

再審の提起 当事者は、既に法的効力が発生した判決、裁定において明らかな誤りが

有ると認めた場合、上級裁判所に再審を提起することができる。但し、

元の判決、裁定の執行は停止しない。 

再審の受理 

 

再審申立人の提出した再審申立が法的条件を満たす場合、裁判所は、5

日以内に受理し、かつ再審申立人に受理通知書を送達しなければならな

い。同時に、被請求人及び原審のその他当事者に受理通知書、再審申立

書副本及び送達住所確認書を送達しなければならない。 

（実務においては、最高裁に再審を求める事件が非常に多いので、再審

を提起する場合、3 ヶ月前に最高裁に予約する必要がある。また、最高裁

は、再審申立の資料を受領してから、3 ヶ月以内に受理するかどうかを返

答する。） 

再審被申立

人の意見書

の提出 

再審被申立人は、再審申立書の副本の受取日から 15 日以内に、書面によ

る意見を提出できる。書面による意見を提出しない場合でも、裁判所の

審査に影響は及ばない。 

再審事由の

審査 

 

裁判所は、再審申立事件を受理した後、合議体を構成して審査を行う。

裁判所は、再審申立事件を審査する際に、再審の請求事由が成立するか

否かについて審査を行い、再審申立人が主張していない事由に関する審

査は行わない。また、裁判所は、再審申立事件を審査する際には下記の

方法を採用する。 

(1) 当事者が提出した再審申立書、書面意見等の資料を審査する。 

(2) 原審ファイルを審査・閲読する。 

(3) 当事者に問い合わせる。 

(4) 当事者を集めて公聴会を開催する。 

また、裁判所は、下記の事由により再審を申立てた事件について、当事

者を集めて公聴会を開催することができる。 

(1) 新しい証拠があって、原判決・裁定を覆せる場合。 

(2) 原判決・原裁定に認定された基本事実に対し、証拠による証明が欠如

している場合。 

(3) 原判決・原裁定に認定された事実について主な証拠が偽造されてい

る。 

(4) 原判決・原裁定に適用された法律に確実な誤りがある。 

再審を行う

かどうかの

決定 

 

再審申立に対する審査を経て、再審申立者の再審申立が成立できる場合

は、原審裁判所を指定するか、或いは自ら再審審理を行う旨の裁定を言

い渡す。仮に、再審申立が成立しない場合は、再審申立を却下する旨の

裁定を言い渡す。 

原判決の執

行の中止 

再審を決定する事件について、裁判所は原判決の執行を中止する裁定を

言い渡す。 

再審開廷審 再審事由に対する審査を経て、再審申立者の再審事由が成立できると判
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理 

 

断された場合は、再審裁判所は、原審裁判所或いは原審裁判所と同級の

裁判所を指定するか、或いは自ら再審審理を行う。再審開廷審理は、原

審の裁判所を指定して審理する場合は、原審裁判所が一審裁判所であれ

ば、一審手続にしたがって審理を行い、原審裁判所が二審裁判所であれ

ば、二審手続にしたがって審理を行う。最高裁自ら再審審理を行う場合

は、二審手続にしたがって審理を行う。 

書面代理意

見書の提出 

開廷審理後、代理人は書面にて代理意見を作成し、裁判所に提出できる。 

再審判決の

言渡し 

 

書面代理意見提出後、裁判所は通常、半年以内に判決を言渡す。但し、

複雑な事件は半年以上かかる場合もある。 

再審の申立から、再審判決の言渡しまで、通常、2 年程度かかる。 
 
 (5) 判決の執行 

 プロセス 

 

 

 

判決に確定された履行日の満了日から 年以

内  

７日間以内 

日間以内

被執行人への執行通知 

 

強制執行

 

執行の提起

受理 し な

い

立件

判 決 の 受

領

執行終結

執行和解 

6ヶ月以内 
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理 

 

断された場合は、再審裁判所は、原審裁判所或いは原審裁判所と同級の

裁判所を指定するか、或いは自ら再審審理を行う。再審開廷審理は、原

審の裁判所を指定して審理する場合は、原審裁判所が一審裁判所であれ

ば、一審手続にしたがって審理を行い、原審裁判所が二審裁判所であれ

ば、二審手続にしたがって審理を行う。最高裁自ら再審審理を行う場合

は、二審手続にしたがって審理を行う。 

書面代理意

見書の提出 

開廷審理後、代理人は書面にて代理意見を作成し、裁判所に提出できる。 

再審判決の

言渡し 

 

書面代理意見提出後、裁判所は通常、半年以内に判決を言渡す。但し、

複雑な事件は半年以上かかる場合もある。 

再審の申立から、再審判決の言渡しまで、通常、2 年程度かかる。 
 
 (5) 判決の執行 

 プロセス 

 

 

 

判決に確定された履行日の満了日から 年以

内  

７日間以内 

日間以内

被執行人への執行通知 

 

強制執行

 

執行の提起

受理 し な

い

立件

判 決 の 受

領

執行終結

執行和解 

6ヶ月以内 

●説明 

執行の提起 

 

当事者は、発効判決に確定された履行期限が満了してから 2 年以内に、

訴訟事件の一審裁判所、或いは一審裁判所と同級である執行財産所在地

の裁判所に執行を提起することができる。 

執行の立件 当事者の執行請求が法的条件を満たす場合、裁判所は、7 日以内に立件し、

法的条件を満たさない場合は、受理しない旨の裁定を言渡す。 

被執行人へ

の執行通知 

執行廷は、執行事件を受理した後、3 日以内に判決で確定された義務を

履行し、被執行人に執行通知を発行し、かつ、履行遅延期間の債務利息

或いは遅延履行金を支払うよう命じる。 

強制執行 

 

被執行人が執行通知で指定した期間内に履行しない場合、或いは、被執

行人が財産を移転、隠匿、換金、破損する場合、裁判所は強制執行措置

をとる。執行措置の手段としては、被執行人の財産に対する差押、競売、

換金、及び銀行口座の凍結、振替などが挙げられる。 

執行終結 

 

裁判所は、立件日から 6 ヶ月以内に執行手続きを終結しなければならな

い。通常、裁判所が被執行人について強制執行を完了したか、或いは、

執行人と被執行人との間で和解を達成できたか、或いは被執行人が確実

に執行可能な財産を有していないなどにより、執行手続きは終結される。 
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（6）仮処分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
仮処分制度は、侵害行為を中止させ、効果的に当事者の合法的権益を保

護する点において、一定の有効な役割を果たしています。しかし、仮処

分の請求理由及びそれに対する立証が難しいため、特に知財権侵害訴訟

においては、「侵害行為を即時に中止させなければ，合法的な権益に補填困難な損害を

もたらす可能性がある」との立証が難しいので、裁判官が仮処分請求を認めたケースは

あまり多くはありません。 

2010 年、全国において受けた提訴前の仮処分事件は計 55 件で、裁定の支持率は

89.74%でしたが、2011 年、全国において受けた提訴前の仮処分事件は計 130 件で、裁

定の支持率は 98.23%でした。支持率は高いといえますが、全体の件数はあまり多くあ

りません。 

また、仮処分を請求する際に、担保を提出しなければなりませんので権利者にとって

仮処分請求理由 

①他人が権利を侵害する行為

を実施しているか、或いはま

もなく実施しようとしてい

る 
②即時に中止させなければ，

合法的権益に補填困難な損

害をもたらす可能性がある 

仮処分の請求 

担保の提出 

① 請求人は担保を提出しなければならず、担保

の提供がない場合，請求は却下される。

② 担保の形式は、金銭、保証、抵当など合理的

で、有効であれば認定される。

③担保の範囲には仮処分にて関連行為の差止め

に関する合理的費用、被請求人が関連行為の停

止による損失などが含まれる。

 
 裁判所は関連請求を受け入れた後、 

48 時間以内に書面裁定を言渡し、

仮処分請求を認めた場合、直ちに執

行しなくてはならない。 

裁判所が関連侵害行為を停止させる措置を取った後、

権利者又は利害関係者は15 日以内に提訴しなければ

ならず，提訴がなければ，仮処分は取り消される。

 

説明 
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（6）仮処分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
仮処分制度は、侵害行為を中止させ、効果的に当事者の合法的権益を保

護する点において、一定の有効な役割を果たしています。しかし、仮処

分の請求理由及びそれに対する立証が難しいため、特に知財権侵害訴訟

においては、「侵害行為を即時に中止させなければ，合法的な権益に補填困難な損害を

もたらす可能性がある」との立証が難しいので、裁判官が仮処分請求を認めたケースは

あまり多くはありません。 

2010 年、全国において受けた提訴前の仮処分事件は計 55 件で、裁定の支持率は

89.74%でしたが、2011 年、全国において受けた提訴前の仮処分事件は計 130 件で、裁

定の支持率は 98.23%でした。支持率は高いといえますが、全体の件数はあまり多くあ

りません。 

また、仮処分を請求する際に、担保を提出しなければなりませんので権利者にとって

仮処分請求理由 

①他人が権利を侵害する行為

を実施しているか、或いはま

もなく実施しようとしてい

る 
②即時に中止させなければ，

合法的権益に補填困難な損

害をもたらす可能性がある 

仮処分の請求 

担保の提出 

① 請求人は担保を提出しなければならず、担保

の提供がない場合，請求は却下される。

② 担保の形式は、金銭、保証、抵当など合理的

で、有効であれば認定される。

③担保の範囲には仮処分にて関連行為の差止め

に関する合理的費用、被請求人が関連行為の停

止による損失などが含まれる。

 
 裁判所は関連請求を受け入れた後、 

48 時間以内に書面裁定を言渡し、

仮処分請求を認めた場合、直ちに執

行しなくてはならない。 

裁判所が関連侵害行為を停止させる措置を取った後、

権利者又は利害関係者は15 日以内に提訴しなければ

ならず，提訴がなければ，仮処分は取り消される。

 

説明 

は、かなり負担となります。 

したがって、仮処分の請求について、事前にその効果とデメリットなどについて、実

務経験が豊富な弁護士に相談したほうがよいでしょう。 

 

（7）反訴 

反訴とは、既に進行している訴訟で、被告が本訴の原告を被告として、

本訴を審理する裁判所に本訴の訴訟標的と直接関係のある独立した訴訟

を提起することを指します。  

反訴の特徴 

①反訴は必ず原告に対して提起するものであり、原告以外の他の第三者に提起してはな

りません。 

②反訴は本訴を審理する裁判所にしか提起することができず、他の裁判所に提起するこ

とはできません。 

③反訴と本訴は、同じ種類の訴訟手続でなければならず、反訴と本訴の訴訟請求は、事

実根拠或いは法律で関係を有しなければなりません。 

④反訴は、一審立証期限の満了日前に提起しなければなりません。 

知財訴訟における反訴の例を挙げますと、 

 例１：権利者が被疑侵害者に警告書を送付した後、被疑侵害者が非侵害確認訴訟

を提起した場合、当該訴訟における被告、つまり権利者は、被疑侵害者が権利侵

害になるとの理由で、当該訴訟で反訴を提起することができます。この場合、被

疑侵害者が提起した非侵害確認訴訟は本訴となり、権利者が提起した権利侵害訴

訟が反訴となります。 

 例 2：権利者が被疑侵害者に対して、権利侵害訴訟を提起した場合、当該訴訟で

の被告、つまり被疑侵害者は、権利者が権利濫用になるとの理由で、当該訴訟で

反訴を提起し、損害賠償を要求することができます。この場合、権利者が提起し

た侵害訴訟は本訴となり、被疑侵害者が提起した権利濫用による損害賠償請求訴

訟が反訴となります。 

 

 

説明 
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6.当事者適格 

（1）原告適格 

知財侵害訴訟における原告適格とは、自分の名義で権利行使を行うことができ、裁 

判所の裁判権を求められる資格を有する者を指します。 

権利者 単独で提訴することができる。 

知財権の独占的使用者 単独で提訴することができる。 

知財権の排他的使用者 権利者と共同で提訴、或いは権利者が提訴しない場合に単独

で提訴することができる。 

知財権の通常使用者 権利者による明確な授権を受けた者が原告である。 

 

（2）被告適格 

知財訴訟における被告適格とは、自分の名義で、原告の提訴に応じることがで 

き、原告の請求権に履行義務を有する資格者を指します。 

通常、知財侵害訴訟において、被告適格は、侵害行為を実施した侵害者であり、訴訟

能力を有する主体になります。具体的には、下欄のとおりです。 

専利権関連 発明特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造者、使用者、販売

の申し出、販売、輸入などを行った者、特許方法使用者、当該特許方法に

より直接取得した製品の使用者、販売の申し出、販売、輸入を行った者 
意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施者、他人の専利の詐称行

為の実施者 

商標権関連 侵害製品の製造者、販売者 

著作権関連 侵害製品の製造者、販売者 

7.証拠の収集 

（1）必要な証拠 

権利保有の

証拠 

専利権関連 専利登録簿の謄本、専利証書、年金の納付証明、専利公

報、専利実施許諾契約、委任状（ライセンシーが原告の

場合） 

商標権関連 商標登録証、商標の使用、知名度に関する証拠（必要に

応じて） 

著作権関連 著作権登録証書（あれば）、原稿、委託契約など 
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6.当事者適格 

（1）原告適格 

知財侵害訴訟における原告適格とは、自分の名義で権利行使を行うことができ、裁 

判所の裁判権を求められる資格を有する者を指します。 

権利者 単独で提訴することができる。 

知財権の独占的使用者 単独で提訴することができる。 

知財権の排他的使用者 権利者と共同で提訴、或いは権利者が提訴しない場合に単独

で提訴することができる。 

知財権の通常使用者 権利者による明確な授権を受けた者が原告である。 

 

（2）被告適格 

知財訴訟における被告適格とは、自分の名義で、原告の提訴に応じることがで 

き、原告の請求権に履行義務を有する資格者を指します。 

通常、知財侵害訴訟において、被告適格は、侵害行為を実施した侵害者であり、訴訟

能力を有する主体になります。具体的には、下欄のとおりです。 

専利権関連 発明特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造者、使用者、販売

の申し出、販売、輸入などを行った者、特許方法使用者、当該特許方法に

より直接取得した製品の使用者、販売の申し出、販売、輸入を行った者 
意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施者、他人の専利の詐称行

為の実施者 

商標権関連 侵害製品の製造者、販売者 

著作権関連 侵害製品の製造者、販売者 

7.証拠の収集 

（1）必要な証拠 

権利保有の

証拠 

専利権関連 専利登録簿の謄本、専利証書、年金の納付証明、専利公

報、専利実施許諾契約、委任状（ライセンシーが原告の

場合） 

商標権関連 商標登録証、商標の使用、知名度に関する証拠（必要に

応じて） 

著作権関連 著作権登録証書（あれば）、原稿、委託契約など 

不正競争関

連 

周知商品の特有包装・装飾 

自社の製品の知名度と包装に関する証拠 

営業秘密の保有に関する証拠 

侵害証拠 公証付購入の模倣品、模倣品の宣伝資料、模倣品の取扱書、パンフレッ

ト、模倣業者のホームページで掲載された侵害情報に関する資料、被疑

侵害者が権利者の著作物に接触したことに関する証拠(著作権侵害訴訟の

場合)、鑑定機関或いは知財代理事務所による侵害鑑定(必要に応じて)な

ど。  

損害賠償金

に関する証

拠 

被疑侵害品の販売数量、価格、利潤率などに関する書類、被疑侵害者の

侵害状況を証明できる書類、合理的な支出を証明できる領収書、インボ

イスなど。 

 

（2）証拠の収集方法 

 

 

 

 

模倣品対策において、証拠の収集は非常に重要です。証拠収集の方法として、基本的

な情報については、権利者自身が行う証拠収集、或いは権利者自らのイ

ンターネットなどで調査を行うことができ、模倣業者の情報、侵害品の

製造、販売状況などについては、専門の法律事務所、或いは調査会社に

依頼するのが一般的です。 

専門の法律事務所、或いは調査会社は、専門性が高く、豊富な調査経験と方法を有し、

また、ほとんどは仮名で密かに調査を行いますので、公開ルートで入手できない証拠や

手がかりも入手することが可能です。 

調査会社の場合、中国では、全国に3,700程の調査会社がありますが、知財模倣品対

証拠の 
収集 

 

権利者による収集 

法律事務所或いは調査会社による収集 

公証による証拠

確保 必要性に応

じて  

説明 
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策に関する調査業務を取り扱っている調査会社は5％ぐらいで、何れも調査経験が豊富

ではなく、証拠の入手においてさまざまな法的問題をよく把握できていない可能性もあ

りますので、専門の法律事務所を経由して、調査を依頼することをお勧めします。 

証拠の収集においては、証拠の証明力を高めるために、できるだけ、国家機関、社会

団体など権威機関から書類、証拠の原本、直接証拠を収集すべきであり、公証による確

保を活用して、その証拠力を高めることが必要です。たとえば、公証人の立会いの下で

侵害品を購入したり、侵害品に関するカタログを入手したりするか、或いは、インター

ネットにおける侵害品に関する情報に対して公証を行うことなどが挙げられます。 

 

（3）裁判所による証拠収集 

申請期間 裁判所による証拠収集の申請は、立証期間満了前の7日以内に裁判所に提出

すべき。 

申請条件 -国家関係部門に保管され、且つ裁判所の職権により、取り寄せる書類の場

合 

-国家秘密、営業秘密、プライバシーに係る書類の場合 

-当事者及び訴訟代理人が客観的な理由で自ら収集することができないそ

の他の書類の場合 

 

（4）裁判所による証拠保全 

申請期間 ① 本訴を提起する前の15日以内 

② 立証期間満了日の７日前 

申請条件 -証拠隠滅の可能性がある場合 

-今後の証拠の入手が困難な場合 

証拠保全

の方法 

差押、撮影、録音、写真を取る、複製、鑑定、実地検証、記録の作成など 

知財権侵害訴訟において、権利者は、裁判所に証拠保全を申請すること

ができますし、或いは裁判所自ら証拠保全を行うこともできますが、知財

権侵害訴訟に関する実務において、裁判所自ら証拠保全を行うケースは少

ないのが現状です。 

説明 
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策に関する調査業務を取り扱っている調査会社は5％ぐらいで、何れも調査経験が豊富

ではなく、証拠の入手においてさまざまな法的問題をよく把握できていない可能性もあ

りますので、専門の法律事務所を経由して、調査を依頼することをお勧めします。 

証拠の収集においては、証拠の証明力を高めるために、できるだけ、国家機関、社会

団体など権威機関から書類、証拠の原本、直接証拠を収集すべきであり、公証による確

保を活用して、その証拠力を高めることが必要です。たとえば、公証人の立会いの下で

侵害品を購入したり、侵害品に関するカタログを入手したりするか、或いは、インター

ネットにおける侵害品に関する情報に対して公証を行うことなどが挙げられます。 

 

（3）裁判所による証拠収集 

申請期間 裁判所による証拠収集の申請は、立証期間満了前の7日以内に裁判所に提出

すべき。 

申請条件 -国家関係部門に保管され、且つ裁判所の職権により、取り寄せる書類の場

合 

-国家秘密、営業秘密、プライバシーに係る書類の場合 

-当事者及び訴訟代理人が客観的な理由で自ら収集することができないそ

の他の書類の場合 

 

（4）裁判所による証拠保全 

申請期間 ① 本訴を提起する前の15日以内 

② 立証期間満了日の７日前 

申請条件 -証拠隠滅の可能性がある場合 

-今後の証拠の入手が困難な場合 

証拠保全

の方法 

差押、撮影、録音、写真を取る、複製、鑑定、実地検証、記録の作成など 

知財権侵害訴訟において、権利者は、裁判所に証拠保全を申請すること

ができますし、或いは裁判所自ら証拠保全を行うこともできますが、知財

権侵害訴訟に関する実務において、裁判所自ら証拠保全を行うケースは少

ないのが現状です。 

説明 

実務において、方法特許に係る訴訟などにおいて、権利者の侵害行為に対する立証は

難しいため、裁判所に証拠保全を申請することにより、侵害行為の立証の難しさを解決

することができます。 

なお、他の方法特許権以外の知財権侵害訴訟においても、当事者による証拠保全の申

請が受理されたケースは少ないのが現状です。2011 年、全国において受けた提訴前の

証拠保全事件は計 186 件であり、裁定の支持率は 93.42%でした。 

したがって、裁判所による証拠保全を申請する場合は、その申請が認められる確率或

いは認められるためにはどのように申請理由を記載するかについて、法律専門家と相談

することをお勧めします。 

 

（5）立証期間と証拠交換 

立証期間 中国の知財権侵害訴訟において、裁判所は、通常、訴状などの文書を受

領してから30日間の立証期間が当事者に与えられ、当事者は立証期間満了

の前に、立証期間の延長を申請することができる。立証期間の延長を請求

する場合は、立証延期請求書を提出しなければならない。裁判所は、当事

者の請求理由、事件の状況、証拠収集の状況などに基づき、立証期間の延

長可否と延長期間を決めるが、実務においては2週間～1ヶ月ぐらいの立証

期間の延長が認められる。 

また、延期された立証期間内に、証拠収集を完了できない場合、当事者

は2回目の立証期間の延長を申請できる。当事者の請求が認められるかどう

かは、裁判所の判断次第であるが、合理的な理由があれば、認められる可

能性がある。2回目の延長申請により、再度2週間～1ヶ月程度は訴訟手続き

を延ばすことも可能である。 

証拠交換 適用情況 ① 当事者の申請―裁判所は証拠交換を行うことができる。 

② 証拠が多いか或いは複雑で難易度が高い事件―裁判所は証

拠交換を行わなければならない。 

タ イ ミ ン

グ 

答弁期間満了後、開廷審理の前 
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回数 通常は2回を超えないが、重大で複雑で難易度が高い事件は除

外される。 

 

（6）留意点 

①中国の裁判における証拠に対する要求が厳しいため、権利者は、証拠を収集する際、

証拠の真実性、合法性、関連性の要件を検討しなければなりません。 

②証拠の証明力を高めるために、できるだけ、国家機関、公的団体など権威機関から書

類、証拠の原本、直接証拠を収集する必要があります。 

③外国で形成された証拠の場合は、当該証拠の所在国の公証機関による証明と当該国に

駐在する中国大使館、領事館で認証を行わなければなりません。 

④具体的な対応策として、訴訟を行う場合、侵害証拠を確保した場所が侵害地になりま

すが、模倣業者所在地は地方保護主義のリスクがありますので、侵害証拠の確保地を

変更することにより、例えば、北京、上海などの大都市で侵害証拠を確保することを

通じて、自分に有利な訴訟の管轄地を選定することができます。 

 

8.訴訟に係る費用 

（1）裁判所への訴訟費と負担方式 

知財権民事訴訟の訴訟費用 

係争金額がない場

合 

CNY500~1000/件 

係争金額がある場

合 

係争金額がCNY10000を超えない場合：CNY50/件 

係争金額がCNY1万以上～10万の場合：係争金額×2.5％－200元 

係争金額がCNY100万以上～20万の場合：係争金額×2％＋300

元 

係争金額がCNY20万以上～50万の場合：係争金額×1.5％＋1300

元 

係争金額がCNY50万以上～100万の場合：係争金額×1％＋3800

元  

係争金額がCNY100万以上～200万の場合：係争金額×0.9％＋
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回数 通常は2回を超えないが、重大で複雑で難易度が高い事件は除

外される。 

 

（6）留意点 

①中国の裁判における証拠に対する要求が厳しいため、権利者は、証拠を収集する際、

証拠の真実性、合法性、関連性の要件を検討しなければなりません。 

②証拠の証明力を高めるために、できるだけ、国家機関、公的団体など権威機関から書

類、証拠の原本、直接証拠を収集する必要があります。 

③外国で形成された証拠の場合は、当該証拠の所在国の公証機関による証明と当該国に

駐在する中国大使館、領事館で認証を行わなければなりません。 

④具体的な対応策として、訴訟を行う場合、侵害証拠を確保した場所が侵害地になりま

すが、模倣業者所在地は地方保護主義のリスクがありますので、侵害証拠の確保地を

変更することにより、例えば、北京、上海などの大都市で侵害証拠を確保することを

通じて、自分に有利な訴訟の管轄地を選定することができます。 

 

8.訴訟に係る費用 

（1）裁判所への訴訟費と負担方式 

知財権民事訴訟の訴訟費用 

係争金額がない場

合 

CNY500~1000/件 

係争金額がある場

合 

係争金額がCNY10000を超えない場合：CNY50/件 

係争金額がCNY1万以上～10万の場合：係争金額×2.5％－200元 

係争金額がCNY100万以上～20万の場合：係争金額×2％＋300

元 

係争金額がCNY20万以上～50万の場合：係争金額×1.5％＋1300

元 

係争金額がCNY50万以上～100万の場合：係争金額×1％＋3800

元  

係争金額がCNY100万以上～200万の場合：係争金額×0.9％＋

4800元 

係争金額がCNY200万以上～500万の場合：係争金額×0.8％＋

6800元 

係争金額がCNY500万以上～1000万の場合：係争金額×0.7％＋

11800元 

係争金額がCNY1000万以上～2000万の場合：係争金額×0.6％＋

21800元 

係争金額がCNY2000万を越える場合：係争金額×0.5％＋41800

元 

訴訟費の負担方式 

① 訴訟費用は敗訴側が負担し、勝訴側が自ら負担する場合は除外する。 

② 部分勝訴、部分敗訴の場合、裁判所は事件の具体的な情況に基づき、各当事者の負

担する訴訟費用を決める。 

③ 二審裁判所が一審裁判所の判決、裁定を変更した場合、相応に一審裁判所が訴訟負

担に関する決定を変更する。 

④ 裁判所の調停により和解を達成した事件の場合、訴訟費用の負担は、双方当事者の

協議により解決し、協議できない場合、裁判所より決定するものとする。  

 

（2）弁護士費用  

弁護士費用は、事件の難易度、係争金額、渉外事件であるか否か、弁

護士の所属している法律事務所の所在地及びその請求基準などにより、

その費用が異なりますが、中国には、その地域の経済発展の水準に基づ

き、弁護士費用に関する指導的な規定があります。 

その指導的規定は、訴訟事件の係争金額に基づく弁護士費用、成功報酬による弁護士

費用などについて、その基準を規定しています。例えば、北京弁護士費用請求基準によ

れば、民事訴訟事件の請求金額が 10 万元以下である場合は、請求金額の 10％、請求金

額が 10 万元～100 万元の場合は請求金額の 6％などと規定しています。 

但し、当該規定は強制規定ではなく、指導的な規定ですので、当事者はこのような規

定の基準を参考にすることができますが、法律事務所の請求基準、事件の難易度、係争
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金額により、当該規定の基準を超える場合も多々あります。 

 

9.損害賠償金 

（1）賠償金の計算方法 

専利権侵害  権利者が侵害により受けた実際の損失。 
 実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益。 
 専利権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該

専 
利の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。 
 専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含

む。 
法定賠償額：裁判所は専利権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素

に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を判定することができる。 

商標権侵害  侵害者が侵害期間に侵害により得た利益。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利益を乗じて算定できる。侵害商品の単

位利益が明らかでない場合は、登録商標商品の単位利益に基づいて算定

する。 
 権利者が侵害期間に侵害により受けた損失。 
 権利者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含む。 

法定賠償額：裁判所は権利侵害行為の情状に基づき50万元以下の損害賠

償を判定できる。 

著作権侵害  権利者の実際損失 

 実際損失を計算し難い場合、権利侵害者の違法所得。 

 権利者が権利侵害行為を阻止するために支払った合理的費用を含む。 

法定賠償額：裁判所は、侵害行為の情状に基づき、50万元以下の損害賠

償を判定できる。 

不正競争行

為 

 不正競争防止法第10条に規定された営業秘密侵害行為に対する損害

賠償額は、専利権侵害の損害賠償額の算定方法を参照して確定するこ

とができる。 

 不正競争防止法第5、9、14条に規定された不正競争行為に対する損害 
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金額により、当該規定の基準を超える場合も多々あります。 

 

9.損害賠償金 

（1）賠償金の計算方法 

専利権侵害  権利者が侵害により受けた実際の損失。 
 実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益。 
 専利権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該

専 
利の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。 
 専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含

む。 
法定賠償額：裁判所は専利権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素

に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を判定することができる。 

商標権侵害  侵害者が侵害期間に侵害により得た利益。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利益を乗じて算定できる。侵害商品の単

位利益が明らかでない場合は、登録商標商品の単位利益に基づいて算定

する。 
 権利者が侵害期間に侵害により受けた損失。 
 権利者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含む。 

法定賠償額：裁判所は権利侵害行為の情状に基づき50万元以下の損害賠

償を判定できる。 

著作権侵害  権利者の実際損失 

 実際損失を計算し難い場合、権利侵害者の違法所得。 

 権利者が権利侵害行為を阻止するために支払った合理的費用を含む。 

法定賠償額：裁判所は、侵害行為の情状に基づき、50万元以下の損害賠

償を判定できる。 

不正競争行

為 

 不正競争防止法第10条に規定された営業秘密侵害行為に対する損害

賠償額は、専利権侵害の損害賠償額の算定方法を参照して確定するこ

とができる。 

 不正競争防止法第5、9、14条に規定された不正競争行為に対する損害 

賠償額は、登録商標専用権侵害の損害賠償額の算定方法を参照して確定

することができる。 

 

（2）賠償金の立証方法 

権利者の受けた損失、侵害

者の利益などに関する立

証 

財務データ、会計報告など 

法定賠償金に関する立証 侵害行為の実施範囲、侵害期間、侵害品の製造、販売量、

侵害者の主観的悪意などに関する書類 

合理的な支出に関する立

証 

各合理的な支出の領収書、インボイスなど 

その他 ライセンス契約及び契約履行証明書など 

 

10.和解 

知財権侵害訴訟において、当事者は裁判官の調停の下で、或いは自

ら和解を求めることができます。  

調停の場合は、裁判官が民事訴訟法に基づき、訴訟当事者に説得、

助言などを行うことを通じて、当事者双方に合意が得られれば、裁判所が調停書を発行

します。調停書は判決書と同じに、強制執行力を持っています。 

一方、和解の場合は、双方の当事者が自ら協議を経て、合意に達成することを指しま

す。双方当事者自ら和解した場合は、和解契約を締結したうえ、権利者が訴訟を取り下

げるか、或いは、裁判所に調停書を発行してもらうことができますが、仮に、裁判所に

よる調停書を発行してもらわず、和解契約のみを締結した場合、和解契約は強制執行力

を有しません。 

和解のタイミングは、必ずしも開廷審理の後に限られておらず、侵害訴訟において、

裁判所が事件を受理した日から判決の執行段階まで、双方当事者は何れも和解を行うこ

とができますので、当事者は事件の進捗状況と自社の実情に応じて、適時に和解を行う

ことができます。 

また、和解の範囲は、訴訟請求内容に限られておらず、ライセンス契約などの締結、
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他の商業上の提携事項について協議を達成することも含めて和解を行うことができま

す。 

 

11.非侵害確認訴訟 

非侵害確定訴訟とは、知財侵害に関する警告を受けた者が、自分の行

為が知財権侵害行為に該当しないと認められる場合、裁判所に対し、自

分の行為は非侵害行為であるとの確定を求めるための訴訟を提起するこ

とを指しています。 

非侵害確認訴訟について、「最高裁判所の専利権侵害紛争事件の審理に適用される法

律に関する若干の問題への解釈」（法釈[2009]21 号）には、「警告状の受領者が書面で

権利者に訴権の行使を催告したにもかかわらず、権利者が当該書面催告の受領日から1

ヶ月以内、又は当該書面催告の発送日から2 ヶ月以内に、警告の撤回をせず、専利権侵

害訴訟の提起もしなかったため、警告状の受領者は非侵害確認訴訟を提起することがで

きる」と規定されています。 

また、非侵害確認訴訟の管轄については、最高裁判所が過去に出した「本田技研工業

株式会社と石家庄双環汽車股分有限公司、北京旭陽恒興経貿有限公司間の専利権紛争事

件に関する指定管轄の通知」(「2004」民三他字第4号)において、「非侵害確認訴訟は

侵害類型の紛争に該当するので、民事訴訟法第29条の規定に従って、地域管轄を確定す

べきである。同一事実に係る非侵害確認訴訟と専利権侵害訴訟は、両方当事者が民事訴

訟法に基づき、自分の権益を保護するために、異なった段階でそれぞれ提起した訴訟で

あるため、何れも独立な訴訟に該当する。一方当事者の提起した非侵害確認訴訟は、相

手当事者が別途に提起した専利権侵害訴訟に吸収されない。しかし、同一事実に関する

事件ついて、異なる裁判所による重なる裁判を避けるために、裁判所は、管轄を移管し

て、合併して審理すべきである。」と規定しています。 

 

非侵害確認訴訟の提起の条件(下記の条件を同時に満たすべき) 

① 権利者から知財権侵害の旨の警告状を受領した。 

② 警告状の受領者は、書面にて権利者に訴権の行使を催告した。 

説明 
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他の商業上の提携事項について協議を達成することも含めて和解を行うことができま

す。 

 

11.非侵害確認訴訟 

非侵害確定訴訟とは、知財侵害に関する警告を受けた者が、自分の行

為が知財権侵害行為に該当しないと認められる場合、裁判所に対し、自

分の行為は非侵害行為であるとの確定を求めるための訴訟を提起するこ

とを指しています。 

非侵害確認訴訟について、「最高裁判所の専利権侵害紛争事件の審理に適用される法

律に関する若干の問題への解釈」（法釈[2009]21 号）には、「警告状の受領者が書面で

権利者に訴権の行使を催告したにもかかわらず、権利者が当該書面催告の受領日から1

ヶ月以内、又は当該書面催告の発送日から2 ヶ月以内に、警告の撤回をせず、専利権侵

害訴訟の提起もしなかったため、警告状の受領者は非侵害確認訴訟を提起することがで

きる」と規定されています。 

また、非侵害確認訴訟の管轄については、最高裁判所が過去に出した「本田技研工業

株式会社と石家庄双環汽車股分有限公司、北京旭陽恒興経貿有限公司間の専利権紛争事

件に関する指定管轄の通知」(「2004」民三他字第4号)において、「非侵害確認訴訟は

侵害類型の紛争に該当するので、民事訴訟法第29条の規定に従って、地域管轄を確定す

べきである。同一事実に係る非侵害確認訴訟と専利権侵害訴訟は、両方当事者が民事訴

訟法に基づき、自分の権益を保護するために、異なった段階でそれぞれ提起した訴訟で

あるため、何れも独立な訴訟に該当する。一方当事者の提起した非侵害確認訴訟は、相

手当事者が別途に提起した専利権侵害訴訟に吸収されない。しかし、同一事実に関する

事件ついて、異なる裁判所による重なる裁判を避けるために、裁判所は、管轄を移管し

て、合併して審理すべきである。」と規定しています。 

 

非侵害確認訴訟の提起の条件(下記の条件を同時に満たすべき) 

① 権利者から知財権侵害の旨の警告状を受領した。 

② 警告状の受領者は、書面にて権利者に訴権の行使を催告した。 

説明 

③ 権利者は、上記②の書面による催告の受領日から1ヶ月以内、又は当該書面催告の送

達日から2 ヶ月以内に、警告の撤回をせず、専利権侵害訴訟の提起もしない場合 

 

模倣業者への権利行使において、模倣業者への警告書の送達は、

頻繁に使用されている対応方法です。しかし、関連法律及び実務か

らみれば、模倣業者は警告状を証拠として、模倣業者の所在地の管

轄裁判所に、非侵害確認訴訟を提起することもあります。 

このような非侵害確認訴訟が模倣業者の所在地の管轄裁判所で受理された場合、地方

保護主義が働いて模倣業者に有利な判決が出されるおそれがあります。その場合、権利

者が、北京市や上海市などの大都市で侵害訴訟を後から提起して、先の非侵害確認訴訟

の管轄を北京、上海裁判所に移管するように請求しても、認められる可能性は高くあり

ません。したがって、権利者は、事件の状況と権利者自体の状況を十分に把握したうえ、

警告書の送達のメリットとデメリットを検討したうえで、その対応策を決めることが必

要となります。 
  

留意点 
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第２節 侵害判定

1.専利権侵害訴訟 

（1）侵害判定原則 

(１) オールエレメントルール原則（all elements rule) 

被疑侵害製品が、専利権利範囲に記載されたすべての構成要素を備えなければならな

いという原則。 

 発明特許権の権利範囲―その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内 

容の解釈に用いることができる。 

 実用新案権の権利範囲―その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内 

容の解釈に用いることができる。 

 意匠権の権利範囲―図面又は写真に示されたその製品の意匠を基準とし、簡単な説明 

は図面又は写真に示された製品意匠の解釈に用いることができる。 

(２) 均等論 

均等論とは、被疑侵害製品の技術特徴が、専利の保護範囲の全ては含まれていないが、

専利及び独立請求項における技術特徴と同等である場合、被疑侵害製品は専利権の保護

範囲に含まれることになる。 

同等の技術的特徴とは、記載された技術特徴と、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奏し、かつ当該分野の通常の技術者が

創造的な労働を経ることなく想到できる技術的特徴をいう。 

 均等論の制限 

① 献納原則――明細書に記載されたが、請求項には記載されていない技術考案につい 

て、専利権者が当該専利を社会の公衆に献納することとみなし、専利権侵害訴訟におい

て、前記のすでに献納した内容が均等特徴に確定された範囲に属すると主張してはなら

ない。 

② 禁反言――専利権者は、自己が登録、若しくは無効審判手続においてすでに放棄した 

内容について、均等論の適用により再度専利の権利範囲に入れてはならない。 
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第２節 侵害判定

1.専利権侵害訴訟 

（1）侵害判定原則 

(１) オールエレメントルール原則（all elements rule) 

被疑侵害製品が、専利権利範囲に記載されたすべての構成要素を備えなければならな

いという原則。 

 発明特許権の権利範囲―その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内 

容の解釈に用いることができる。 

 実用新案権の権利範囲―その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内 

容の解釈に用いることができる。 

 意匠権の権利範囲―図面又は写真に示されたその製品の意匠を基準とし、簡単な説明 

は図面又は写真に示された製品意匠の解釈に用いることができる。 

(２) 均等論 

均等論とは、被疑侵害製品の技術特徴が、専利の保護範囲の全ては含まれていないが、

専利及び独立請求項における技術特徴と同等である場合、被疑侵害製品は専利権の保護

範囲に含まれることになる。 

同等の技術的特徴とは、記載された技術特徴と、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奏し、かつ当該分野の通常の技術者が

創造的な労働を経ることなく想到できる技術的特徴をいう。 

 均等論の制限 

① 献納原則――明細書に記載されたが、請求項には記載されていない技術考案につい 

て、専利権者が当該専利を社会の公衆に献納することとみなし、専利権侵害訴訟におい

て、前記のすでに献納した内容が均等特徴に確定された範囲に属すると主張してはなら

ない。 

② 禁反言――専利権者は、自己が登録、若しくは無効審判手続においてすでに放棄した 

内容について、均等論の適用により再度専利の権利範囲に入れてはならない。 

 

 

 

（2）被疑侵害者の抗弁 

非侵害抗弁 

① 専利権者に訴えられた被告は、自分の製品或いは方法、又は製品の意匠が専利権の

権利範囲に含まれないとの非侵害抗弁を行うことができる。詳細は、下記のとおりであ

る。 

 発明/実用新案 

専利権者の係争専利権が発明又は方法に関する特許権、或いは実用新案権である場

合、被告は、下記の二つの何れかを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことがで

きる。 

a) イ号製品又は方法の構成要件は、発明特許権又は実用新案権の請求項に記載された

全部の構成要件と対比し、請求項に記載された一つ又は一つ以上の構成要件を欠如

する。 

b) イ号製品又は方法の構成要件は、原告の特許権或いは実用新案権の請求項に記載さ

れた対応の構成要件と対比して、一つ又は一つ以上の構成要件は実質的に相違点を

有し、同一でも均等でもない。 

 意匠 

専利権者の係争専利権が意匠権である場合、被告は、下記の二つの何れかを主張する

ことを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。 

a) イ号製品は意匠権製品とは、同一又は類似種類の製品に属されない。 

b) イ号製品の意匠と係争意匠権は同一でも類似でもない。  

② 専利権者に訴えられた被告は、自分の被疑侵害行為は、「非営利を目的とし、個人

に 

よる製造・使用する行為」であることを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うこと

ができる。中国専利関連法律によれば、非営利を目的とし、個人による製造・使用する

行為は、専利権の侵害とならない。ただし、営業性団体或いは企業は許可を得ずに、他

人の専利製品を製造・使用することは、「非営利目的」を理由として負うべき侵害責任

を免除できない。このように、当該非侵害抗弁は、厳しい適用条件が限定されているの

で、一般の企業や営業性団体には適用できない。 

 

179

第２節 侵害判定



侵害とみなされない抗弁 

①権利消尽による抗弁 

専利権者又はその許可を得た機関、組織又は個人が、専利製品又は専利方法により直

接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申出、販売、輸入を行う行為は、

専利権侵害とみなさない。 

②先使用権による抗弁 

専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使

用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合

は、専利権侵害とみなさない。 

③臨時入国による抗弁 

一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国

とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互主義の原則に従い、その輸

送手段自身の必要のためにその装置及び設備において関係専利を実施する場合、専利権

侵害と見なさない。 

④科学研究及び実験のための専利実施抗弁 

科学研究及び実験のためにのみ関係専利を実施する場合、専利権侵害と見なさない。 

⑤薬品及び医療器械の実験の例外 

行政審査に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、

輸入する場合、及びそのためにのみ専利薬品又は専利医療装置を製造、輸入する場合、

専利権侵害と見なさない。 

従来技術或いは従来意匠の抗弁 

専利権侵害紛争において、被疑侵害者は、実施した技術又は意匠が従来技術又は従来

意匠であることを証明できる場合、専利権侵害に該当しない。 

賠償責任を負担しないための抗弁 

専利権者の許諾を得ずに製造、販売された専利権侵害製品であることを知らずに、そ

れを生産経営の目的で使用、販売の申出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を

証明することができるときは、賠償責任を負担しない。 

訴訟時効の抗弁 

専利権侵害の訴訟時効は 2 年とし、専利権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又
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侵害とみなされない抗弁 

①権利消尽による抗弁 

専利権者又はその許可を得た機関、組織又は個人が、専利製品又は専利方法により直

接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申出、販売、輸入を行う行為は、

専利権侵害とみなさない。 

②先使用権による抗弁 

専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使

用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合

は、専利権侵害とみなさない。 

③臨時入国による抗弁 

一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国

とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互主義の原則に従い、その輸

送手段自身の必要のためにその装置及び設備において関係専利を実施する場合、専利権

侵害と見なさない。 

④科学研究及び実験のための専利実施抗弁 

科学研究及び実験のためにのみ関係専利を実施する場合、専利権侵害と見なさない。 

⑤薬品及び医療器械の実験の例外 

行政審査に必要な情報を提供するために、専利薬品又は専利医療機器を製造、使用、

輸入する場合、及びそのためにのみ専利薬品又は専利医療装置を製造、輸入する場合、

専利権侵害と見なさない。 

従来技術或いは従来意匠の抗弁 

専利権侵害紛争において、被疑侵害者は、実施した技術又は意匠が従来技術又は従来

意匠であることを証明できる場合、専利権侵害に該当しない。 

賠償責任を負担しないための抗弁 

専利権者の許諾を得ずに製造、販売された専利権侵害製品であることを知らずに、そ

れを生産経営の目的で使用、販売の申出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を

証明することができるときは、賠償責任を負担しない。 

訴訟時効の抗弁 

専利権侵害の訴訟時効は 2 年とし、専利権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又

は知り得るべき日から起算する。専利権侵害訴訟での被告は、専利権者の証拠から、専

利権者が侵害行為を知った日或いは知り得るべき日を推定することができるが、仮に、

原告の提訴が訴訟時効を超えた場合は、これをもって抗弁を行うことができる。 

無効審判の提起と訴訟中止 

中国では、専利が有効であるかどうか、裁判所が判断する権限を有せず、専利審判委

員会より判断される。したがって、被告は、専利権侵害訴訟事件において、直接に専利

が無効であるという抗弁は提出できないが、訴訟中止を申請することができる。具体的

には、答弁期間内に専利審判委員会に無効審判を提起すれば、専利審判委員会から無効

審判請求受理通知書を受け取る。被告は当該通知書を裁判所に提出することにより、侵

害訴訟審理の中止を請求することができる。 

 

2.商標侵害訴訟 

（1）侵害判定の原則 

同一或いは類似製品で同一或いは類似商標を使用 

① 同一或いは類似製品の判断 

 類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象等の面において同じで 

あり、または関係公衆が、それに特定の関係があると認識し、容易に混同を生じる商品

をいう。 

 類似の役務とは、役務の目的、内容、方式、対象等の面において同じであり、または 

関係公衆が特定の関係があると認識し、容易に混同を生じる役務をいう。 

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あり、関係公衆を容易に混

同させるものをいう。 

商品または役務が類似であるか否かを認定する場合は、関係公衆の商品または役務に

対する一般的な認識を以って総合的に判断しなければならない。「商標登録商品及び役

務の国際分類表」、「類似商品及び役務区分表』を、商品又は役務が類似であるかを判

断する上での参考とすることができる。 

② 同一或いは類似商標の判断 

 商標の同一とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較

し、 
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両者に視覚的な差異がないことをいう。 

 商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較し 

て、その文字の形、発音、意味または図形の構造及び色彩、または各要素を組み合わせ

た後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、色彩組み合わせが類似で、関係公

衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を

持つと誤認させる場合をいう。 

 商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照らして行うものとする。 

a 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。 

b 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならず、対比は対

比する対象を隔離した状態でそれぞれ行わなければならない。 

c 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の顕著性および知名度を考慮する。 

 

（2）被疑侵害者の抗弁 

非侵害の抗弁 

商標権侵害訴訟における被告は、被疑侵害製品と商標権の指定商品と同一或いは類似し

ていないか、或いは商標権者の商標権と同一或いは類似していないとの抗弁を行うこと

ができる。関連の類似或いは同一の判断は、上記の商標侵害原則における判断基準を参

考にすることができる。 

合理使用の抗弁 

登録商標に本商品の普通名称、図形、型番又は直接商品の品質、主な原材料、機能、用

途、重量、数量及びその他の特徴を表示する場合、又は地名を含む場合には、商標権者 

は他人の正当な使用を禁止することができない。 

賠償責任を負担しないための抗弁 

商標権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合法的に取

得したことを証明でき、かつ被疑侵害製品の提供者を説明できる場合には、損害賠償責 

任を負わない。 

訴訟時効の抗弁 

商標権侵害の訴訟時効は 2 年とし、商標権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又

は知り得るべき日から起算する。商標侵害訴訟での被告は、商標権者の証拠から、商標
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両者に視覚的な差異がないことをいう。 

 商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較し 

て、その文字の形、発音、意味または図形の構造及び色彩、または各要素を組み合わせ

た後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、色彩組み合わせが類似で、関係公

衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を

持つと誤認させる場合をいう。 

 商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照らして行うものとする。 

a 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。 

b 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならず、対比は対

比する対象を隔離した状態でそれぞれ行わなければならない。 

c 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の顕著性および知名度を考慮する。 

 

（2）被疑侵害者の抗弁 

非侵害の抗弁 

商標権侵害訴訟における被告は、被疑侵害製品と商標権の指定商品と同一或いは類似し

ていないか、或いは商標権者の商標権と同一或いは類似していないとの抗弁を行うこと

ができる。関連の類似或いは同一の判断は、上記の商標侵害原則における判断基準を参

考にすることができる。 

合理使用の抗弁 

登録商標に本商品の普通名称、図形、型番又は直接商品の品質、主な原材料、機能、用

途、重量、数量及びその他の特徴を表示する場合、又は地名を含む場合には、商標権者 

は他人の正当な使用を禁止することができない。 

賠償責任を負担しないための抗弁 

商標権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合法的に取

得したことを証明でき、かつ被疑侵害製品の提供者を説明できる場合には、損害賠償責 

任を負わない。 

訴訟時効の抗弁 

商標権侵害の訴訟時効は 2 年とし、商標権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又

は知り得るべき日から起算する。商標侵害訴訟での被告は、商標権者の証拠から、商標

権者が侵害行為を知った日或いは知り得るべき日を推定することができるが、仮に、権

利者の提訴が訴訟時効を超えた場合は、これをもって抗弁を行うことができる。 

商標取消審判の提起 

原告の商標が商標法第 41 条の情況に該当する場合、被告は商標審判委員会に取消請

求を提出することを通じて、原告の商標権を否定することができる。商標審判委員会が

取消請求を受理すれば、被告はこれをもって、裁判所へ訴訟の中止を申請することがで

きる。裁判所は、取消申請の理由と証拠に基づき、訴訟審理中止の要否を決定する。  

 

3.著作権侵害訴訟 

（1）侵害判定の原則 

「接触＋実質的類似」原則 

著作権侵害判定において、「接触＋実質的類似」原則はよく利用されている。 

通常、被疑侵害物を設計・開発する前に、原告の著作物に接触しており、かつ、原告

の著作物と実質的に類似する場合、反証がなければ、著作権侵害になると認定すること

ができる。 

「実質的類似」に関しては、全体、及び著作物が主に保護しようとする内容から、総

合的に対比したうえ、実質的に類似するか否かを判断しなくてはならない。 

ここで、「接触」と「実質的類似」要件は必ず同時に満たさなければならない。 

 

（2）被疑侵害者の抗弁 

非侵害の抗弁  

著作権侵害訴訟において、被告は、原告の著作物と接触したことがない、或いは原告

の著作物と実質的類似でないとのことで、非侵害の抗弁を行うことができる。 

また、被疑侵害物は、被告によって創作されたことに関する証拠を提出し、非侵害の

抗弁を行うこともできる。 

著作権について、完全に同一のものであっても、それぞれ単独に創作されたものであ

れば、侵害とならない。 

著作権に対する否定 

著作権は、商標権、専利権と比べて、その権利は専門機関による授権を得ていないの
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で、著作物を完成したことに関する証拠、或いは著作権登録証書を通じて証明する必要

がある。これらの証拠は、多くは権利者により作成された証拠が多いので、その真実性、

合法性に問題がある可能性がある。したがって、被告は、 原告の著作物を完成したこ

とに関する証拠を否定するか、或いは著作権登録証書の内容を覆すことができる証拠を

提出して、原告の著作権を否定することができる。 

また、独創性または美感に乏しく、著作物にならないと主張することも可能である。

つまり、原告が主張する著作権が成立しないと主張することができる。 

なお、著作権も保護期間があるので、関係著作権は既に保護期間が満了したとの主張

も可能である。 

合理使用の抗弁 

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。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明

示しなければならず、かつ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。  

①個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人が既に公表した著作物を使用する場合  

②ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、他人が既に公表した著作

物を適切に引用する場合  

③時事ニュースを報道するために、新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア

媒体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  

④新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、他の新聞・定期刊行物、

放送局・テレビ局等のメディア媒体が既に公表した政治、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、但し著作者が掲載、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。  

⑤新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、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、但し著作者が掲載、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  

⑥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、但しそれを出版又は発

行してはならない。  
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で、著作物を完成したことに関する証拠、或いは著作権登録証書を通じて証明する必要

がある。これらの証拠は、多くは権利者により作成された証拠が多いので、その真実性、

合法性に問題がある可能性がある。したがって、被告は、 原告の著作物を完成したこ

とに関する証拠を否定するか、或いは著作権登録証書の内容を覆すことができる証拠を

提出して、原告の著作権を否定することができる。 

また、独創性または美感に乏しく、著作物にならないと主張することも可能である。

つまり、原告が主張する著作権が成立しないと主張することができる。 

なお、著作権も保護期間があるので、関係著作権は既に保護期間が満了したとの主張

も可能である。 

合理使用の抗弁 

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。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明

示しなければならず、かつ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。  

①個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人が既に公表した著作物を使用する場合  

②ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、他人が既に公表した著作

物を適切に引用する場合  

③時事ニュースを報道するために、新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア

媒体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  

④新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、他の新聞・定期刊行物、

放送局・テレビ局等のメディア媒体が既に公表した政治、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、但し著作者が掲載、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。  

⑤新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、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、但し著作者が掲載、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  

⑥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、但しそれを出版又は発

行してはならない。  

⑦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  

⑧図書館、公文書館、記念館、博物館、美術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  

⑨既に公表された著作物を無償で実演する場合、当該実演とは公衆から費用を徴収せず

実演者にも報酬を支払わない場合をいう  

⑩屋外公共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  

⑪中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語により創作された著作

物を、少数民族の言語文字に翻訳し国内で出版及び発行する場合  

⑫既に公表された著作物を点字にして出版する場合  

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用される。  

法定許可による抗弁 

①（教科書への著作物の利用）9 年制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、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合を除き、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又は短編著

作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物を編集することができる。

但し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名・著作物の名称を明記し

なければならない。 

②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。但し、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。  

③録音製作者が、録音製品として合法的な既に収録済みの他人の音楽著作物を使用し 

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。  

④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、報酬は支払わなければならない。  
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⑤放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾を得ること 

を要しないが、報酬は支払わなければならない。 

著作権侵害訴訟での被告は、上記のいずれかの情況に該当する場合、法律で規定され

た許可になるので、著作権侵害にならない。 

訴訟時効の抗弁 

著作権侵害の訴訟時効は 2 年とし、著作権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又

は知り得るべき日から起算する。著作権侵害訴訟での被告は、著作権者の証拠から、著

作権者が侵害行為を知った日或いは知り得た日を推定することができる。仮に、権利者

の提訴が訴訟時効を超えた場合は、これをもって抗弁を行うことができる。 

 

4.不正競争訴訟 

（1）商業標識模倣侵害事件（不正競争防止法第 5 条関連） 

商業標識模倣行為とは、経営者が商品に係る品質、名誉、生産地、成分、性能、用途、

数量、有効期限などの内容につき、事実ではなく、又は誤認させる表示又は注釈をする行

為を指し、詐称的な市場取引行為の一つに該当します。 

 

「不正競争防止法」にて規定された商業標識模倣行為とは？ 

行為の種類 解釈  

商品にて認証標識、著名標識などの

品質標示を偽造し、又は盗用するこ

と 

製品の品質標識は、製品の品質名誉の集約的な

表現で、かかる標識には、認証標識、著名標識、

級別標識などがある。一部の経営者は、競争に

おいて品質標示を偽造し、又は盗用して取引の

機会を狙って高額な経済利益を図ることで、市

場秩序をかく乱させているため、かかる行為は

法律により禁止されている。 

生産地を偽装すること 商品の生産地とは、商品の製造、加工地又は商

品生産者の所在地を指す。商品において生産地

を正しく表示せずに、虚偽となる生産地を表示
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⑤放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾を得ること 

を要しないが、報酬は支払わなければならない。 

著作権侵害訴訟での被告は、上記のいずれかの情況に該当する場合、法律で規定され

た許可になるので、著作権侵害にならない。 

訴訟時効の抗弁 

著作権侵害の訴訟時効は 2 年とし、著作権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又

は知り得るべき日から起算する。著作権侵害訴訟での被告は、著作権者の証拠から、著

作権者が侵害行為を知った日或いは知り得た日を推定することができる。仮に、権利者

の提訴が訴訟時効を超えた場合は、これをもって抗弁を行うことができる。 

 

4.不正競争訴訟 

（1）商業標識模倣侵害事件（不正競争防止法第 5 条関連） 

商業標識模倣行為とは、経営者が商品に係る品質、名誉、生産地、成分、性能、用途、

数量、有効期限などの内容につき、事実ではなく、又は誤認させる表示又は注釈をする行

為を指し、詐称的な市場取引行為の一つに該当します。 

 

「不正競争防止法」にて規定された商業標識模倣行為とは？ 

行為の種類 解釈  

商品にて認証標識、著名標識などの

品質標示を偽造し、又は盗用するこ

と 

製品の品質標識は、製品の品質名誉の集約的な

表現で、かかる標識には、認証標識、著名標識、

級別標識などがある。一部の経営者は、競争に

おいて品質標示を偽造し、又は盗用して取引の

機会を狙って高額な経済利益を図ることで、市

場秩序をかく乱させているため、かかる行為は

法律により禁止されている。 

生産地を偽装すること 商品の生産地とは、商品の製造、加工地又は商

品生産者の所在地を指す。商品において生産地

を正しく表示せずに、虚偽となる生産地を表示

する行為は、生産地の偽装である。 

商品品質につき、誤認させる虚偽的

表示を行うこと 

商品品質に対する誤認かつ虚偽的表示とは、経

営者が、商品の品質を示す各種の内容ついて、

真実ではない、又は誤認させる注釈を行うこと

により、消費者及びユーザーが商品に係る事実

を把握できず、又は把握し難いため、誤認及び

誤購入の行為が発生することを指す。 
  

 

（2）虚偽宣伝（不正競争防止法第 9 条関連） 

虚偽宣伝とは、経営者が、広告又はその他の方法を用いて商品の品質、成分、性能、用途、

生産者、有効期限、産地などに対し公衆に誤解を与える虚偽宣伝を行うか、或いは、広告

経営者が、状況を知り、又は知りえた状況の下で、虚偽の広告を代理、設計、製作、公布

することを指します。 

 

 

虚偽宣伝の要件 

主体 広告主、広告代理製作者及び広告発布者 

行為 客観的にその商品又はサービスについて、虚偽の広告をし、又はその他の方式で

虚偽の宣伝を行う。 

結果 上記の虚偽広告又は虚偽宣伝が人を誤認させる程度となっているため、社会的危

害性を有している。 

主観 

意図 

広告経営者は、状況を知り、又は知るべき場合、虚偽広告の法的責任を負わなく

てはならない。広告依頼者は、その主観について、いかなる状況でも虚偽広告の

法的責任を負わなくてはならない。 

 

（3）営業秘密侵害（不正競争防止法第 10 条関連） 

営業秘密とは、公衆に知られておらず、権利者に経済的な利益をもたらすことができ、

実用性を備え、かつ権利者が秘密保持措置を講じている技術情報と経営情報のことを指し

ます。 
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「不正競争防止法」に規定された営業秘密侵害行為とは？ 

①窃盗、誘惑、脅迫又はその他の不正手段で、権利者の営業秘密を取得すること 

②上記①の手段で取得した営業秘密を開示し、使用し、又は他人による使用を許諾するこ

と 

③契約に違反し、又は営業秘密厳守に係る権利者の規定に違反して、その把握している営

業秘密を開示し、使用し、又は他人による使用を許諾すること 

④第三者が上記の違法行為を知りながら、又は知るべきであるのに、他人の営業秘密を取

得し、使用し、又は開示する場合、営業秘密侵害と見なされる。 

営業秘密侵害への対応に関する詳細な情報は、第 2 章の内容をご参考ください。 

 
（4）名誉毀損（不正競争防止法第 14 条関連） 

名誉毀損とは、競争相手を貶める行為とし、経営者が自ら又は他人を利用して虚偽の

事実を捏造流布するなどの手段を通じて、競争相手の商業的信用を悪意で貶め、その市

場競争力を弱化させ、かつ自分のために不正利益を図る行為を指します。 

 

 

名誉毀損の要件 

主体 経営者 

主観意図 故意 

侵害を受ける客体 特定経営者の商業信用権 

行為 他人商業信用権に係る虚偽の事実を捏造流布する 

5. インターネット上の知財侵害行為 
 現状 

インターネット技術の発展に伴い、インターネット上の知財権侵害行為の情況はます

ます深刻になっています。それに反して、インターネット上の知財権侵害行為に対する

中国の法律の整備情況は未だ十分ではありません。 
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「不正競争防止法」に規定された営業秘密侵害行為とは？ 

①窃盗、誘惑、脅迫又はその他の不正手段で、権利者の営業秘密を取得すること 

②上記①の手段で取得した営業秘密を開示し、使用し、又は他人による使用を許諾するこ

と 

③契約に違反し、又は営業秘密厳守に係る権利者の規定に違反して、その把握している営

業秘密を開示し、使用し、又は他人による使用を許諾すること 

④第三者が上記の違法行為を知りながら、又は知るべきであるのに、他人の営業秘密を取

得し、使用し、又は開示する場合、営業秘密侵害と見なされる。 

営業秘密侵害への対応に関する詳細な情報は、第 2 章の内容をご参考ください。 

 
（4）名誉毀損（不正競争防止法第 14 条関連） 

名誉毀損とは、競争相手を貶める行為とし、経営者が自ら又は他人を利用して虚偽の

事実を捏造流布するなどの手段を通じて、競争相手の商業的信用を悪意で貶め、その市

場競争力を弱化させ、かつ自分のために不正利益を図る行為を指します。 

 

 

名誉毀損の要件 

主体 経営者 

主観意図 故意 

侵害を受ける客体 特定経営者の商業信用権 

行為 他人商業信用権に係る虚偽の事実を捏造流布する 

5. インターネット上の知財侵害行為 
 現状 

インターネット技術の発展に伴い、インターネット上の知財権侵害行為の情況はます

ます深刻になっています。それに反して、インターネット上の知財権侵害行為に対する

中国の法律の整備情況は未だ十分ではありません。 

インターネット上の知財権侵害は、専利権侵害、商標権侵害、著作権侵害又は不正競

争になる可能性がありますが、権利者が具体的な対応策を採用する際、侵害立証、被告

の確定、侵害責任の確定など、様々な面において、難しさが存在しているのが現状です。 

前項の手続き以外の特別点を下記のとおり説明します。 

 

 法的根拠 

権 利 侵 害

責任法 

第36 条 

インターネットユーザー、インターネットサービスの提供者はインターネ

ットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなけ

ればならない。 

インターネットユーザーがインターネットサービスを利用して権利侵害

行為を実施した場合、被権利侵害者はインターネットサービス提供者に対

してリンクの削除、遮断、断絶等の必要措置を行うよう通知する権利を有

する。インターネットサービスの提供者は通知を受け取った後、速やかに

必要措置を行わなかった場合、損害の拡大部分についてインターネットユ

ーザーと連帯責任を負う。 

インターネットサービスの提供者はネットユーザーが当該インターネットサ

ービスを利用して他人の民事権益を侵害していることを知りながら必要措置

を行わなかった場合、当該インターネットユーザーと連帯責任を負う。 

最高裁判

所による

コンピュ

ータネッ

トワーク

著作権に

関わる紛

争案件の

審理にお

ける法律

第 3 条  

ネットワークサービス提供者がネットワークを通じ他者の著作権侵害行

為に関与する、またはネットワークを通じ他者の著作権侵害行為実施を教

唆、幇助した場合には、裁判所は民法通則第 130 条の規定に基づき、その

者とその他の行為者または直接権利侵害行為を実施した者との共同権利

侵害責任を追及しなければならない。 

第４条   

コンテンツサービスを提供するネットワークサービス提供者が、ネットワ

ーク利用者がネットワークを通じて他者の著作権を侵害する行為を実施

することを明らかに知っていた場合、または著作権者が確実な証拠のある
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適用の若

干問題に

ついての

解釈 

警告を提出しているにもかかわらず、権利侵害された結果を除去するため

に権利侵害された内容を移動、削除する等の措置を行わなかった場合に

は、裁判所は民法通則第 130 条の規定に基づき、その者と当該ネットワー

ク利用者の共同権利侵害責任を追及しなければならない。 

第 5 条   

コンテンツサービスを提供するネットワークサービス提供者が、著作権者

が権利侵害行為者の権利侵害責任を追及するためにそのネットワークに

おける権利侵害行為者の登録資料の提供を要求したことに対し、正当な理

由なしにこれを拒絶した場合には、裁判所は民法通則第 106 条の規定に基

づき、その者に相応の権利侵害責任を追及しなければならない。 

第 6 条   

ネットワークサービス提供者が第三者の著作権の技術的保護手段を故意

に回避しまたは破壊することに専ら使用される方法、設備または材料であ

ることを明らかに知りながら、これを掲載、公衆送信、提供した場合は、

裁判所は当事者の訴訟請求および具体的な事情に基づき、著作権法第 47

条第（6）項の規定により、ネットワークサービス提供者の民事上の権利

侵害責任を追及しなければならない。 

第 7 条   

著作権者が権利侵害情報を発見しネットワークサービス提供者に警告を

提出または権利侵害行為者のネットワーク登録資料の提供を請求する際

に、身分証明、著作権帰属証明および権利侵害状況証明を提示できない場

合には、まだ警告を提出していないまたは請求していないとみなす。 

著作権者が上記の証明を提示後ネットワークサービス提供者が措置をと

らない場合には、著作権者は著作権法第 49 条、第 50 条の規定に基づき起

訴前に裁判所に関係行為の停止と財産保全、証拠保全の決定を行うよう請

求することができる。また起訴時に裁判所に侵害の停止、妨害の排除、影

響の除去の決定を行うよう申請することができ、裁判所はこれを許可しな

ければならない。 
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適用の若

干問題に

ついての

解釈 

警告を提出しているにもかかわらず、権利侵害された結果を除去するため

に権利侵害された内容を移動、削除する等の措置を行わなかった場合に

は、裁判所は民法通則第 130 条の規定に基づき、その者と当該ネットワー

ク利用者の共同権利侵害責任を追及しなければならない。 

第 5 条   

コンテンツサービスを提供するネットワークサービス提供者が、著作権者

が権利侵害行為者の権利侵害責任を追及するためにそのネットワークに

おける権利侵害行為者の登録資料の提供を要求したことに対し、正当な理

由なしにこれを拒絶した場合には、裁判所は民法通則第 106 条の規定に基

づき、その者に相応の権利侵害責任を追及しなければならない。 

第 6 条   

ネットワークサービス提供者が第三者の著作権の技術的保護手段を故意

に回避しまたは破壊することに専ら使用される方法、設備または材料であ

ることを明らかに知りながら、これを掲載、公衆送信、提供した場合は、

裁判所は当事者の訴訟請求および具体的な事情に基づき、著作権法第 47

条第（6）項の規定により、ネットワークサービス提供者の民事上の権利

侵害責任を追及しなければならない。 

第 7 条   

著作権者が権利侵害情報を発見しネットワークサービス提供者に警告を

提出または権利侵害行為者のネットワーク登録資料の提供を請求する際

に、身分証明、著作権帰属証明および権利侵害状況証明を提示できない場

合には、まだ警告を提出していないまたは請求していないとみなす。 

著作権者が上記の証明を提示後ネットワークサービス提供者が措置をと

らない場合には、著作権者は著作権法第 49 条、第 50 条の規定に基づき起

訴前に裁判所に関係行為の停止と財産保全、証拠保全の決定を行うよう請

求することができる。また起訴時に裁判所に侵害の停止、妨害の排除、影

響の除去の決定を行うよう申請することができ、裁判所はこれを許可しな

ければならない。 

 

第 8 条   

ネットワークサービス提供者は著作権者の確かな証拠のある警告の提出

により、権利侵害された内容を移動、削除する等の措置を行った場合に、

権利侵害を訴えられた者がネットワークサービス提供者に民事責任を負

うよう求めても、裁判所はこれを支持しない。 

著作権者の権利侵害告発が誤りで、権利侵害を訴えられた者がネットワー

クサービス提供者の行った措置により損失を受け賠償を請求した場合に

は、裁判所は警告を提出した者が賠償責任を負うよう判決しなければなら

ない。 

 

 訴訟管轄 

級別管轄 インターネット上の知財権侵害行為がどの類型の知財権侵害行為であるかに

よって、その類型の級別管轄規定に適用する。 

地域管轄  被告所在地 

 侵害行為地 

 被疑侵害行為のネットワークサーバ所在地 

 被告所在地と侵害行為が確定しにくい場合、原告が侵害内容を発見したコン 

ピュータ末端設備の所在地を侵害行為地とみなすことができる。  
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第３節 留意点と実例

1．日本企業の留意点 

訴訟の準備段階 ①証拠収集及び証拠確保における留意点（第 5 章第一節の 7 を参照） 

②専利権、商標権に関する権利行使の際、模倣業者は権利者の権利に

ついて無効審判を提起するか、取消審判を提起する可能性があるの

で、権利者は事前に自分の権利について検討する必要がある。 

③権利者の権利行使が訴訟時効を超えたかを検討し、関連証拠にその

点が証明できる場合は、証拠を提出しないこと。 

訴訟段階 ①訴訟の各段階における期限、提出資料などにおいて、当事者が外国

企業である場合の特別な規定(5 章第一節の１の(2)「外国企業が当事

者である場合の特則」を参照)を検討、遵守すること。 

②模倣業者の抗弁内容について、中国の法律と実務情況に基づいて検

討し、関連主張内容や証拠に対しては、専門の弁護士或いは弁理士と

相談を持つことが望ましい。 

③訴訟段階において、訴訟請求内容のほかに、商業提携、ライセンス

などの内容を含めて、一括的に和解に達成することも有効な対応方法

である。 

④各裁判所の知財レベルによって、判決における認定や判断を間違う

可能性が高いので、不利な判決を受けた場合、専門の弁護士或いは弁

理士との相談をして、上訴、再審請求を検討することも必要である。 

訴訟後の段階 ①勝訴判決を受けてから、できるだけ早めに強制執行を申立てるほう

がよい。 

②判決の強制執行段階において、具体的な措置や対応方法について、

裁判官と種々相談、連絡する必要があるので、執行の経験が豊富な弁

護士に依頼したほうがよい。 

③執行段階においても和解が可能であるため、被執行人の財産が少な

いか或いは執行に不利な情況である場合、他の和解条件を入れて、被

執行人と和解を進めていくことも必要である。 
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第３節 留意点と実例

1．日本企業の留意点 

訴訟の準備段階 ①証拠収集及び証拠確保における留意点（第 5 章第一節の 7 を参照） 

②専利権、商標権に関する権利行使の際、模倣業者は権利者の権利に

ついて無効審判を提起するか、取消審判を提起する可能性があるの

で、権利者は事前に自分の権利について検討する必要がある。 

③権利者の権利行使が訴訟時効を超えたかを検討し、関連証拠にその

点が証明できる場合は、証拠を提出しないこと。 

訴訟段階 ①訴訟の各段階における期限、提出資料などにおいて、当事者が外国

企業である場合の特別な規定(5 章第一節の１の(2)「外国企業が当事

者である場合の特則」を参照)を検討、遵守すること。 

②模倣業者の抗弁内容について、中国の法律と実務情況に基づいて検

討し、関連主張内容や証拠に対しては、専門の弁護士或いは弁理士と

相談を持つことが望ましい。 

③訴訟段階において、訴訟請求内容のほかに、商業提携、ライセンス

などの内容を含めて、一括的に和解に達成することも有効な対応方法

である。 

④各裁判所の知財レベルによって、判決における認定や判断を間違う

可能性が高いので、不利な判決を受けた場合、専門の弁護士或いは弁

理士との相談をして、上訴、再審請求を検討することも必要である。 

訴訟後の段階 ①勝訴判決を受けてから、できるだけ早めに強制執行を申立てるほう

がよい。 

②判決の強制執行段階において、具体的な措置や対応方法について、

裁判官と種々相談、連絡する必要があるので、執行の経験が豊富な弁

護士に依頼したほうがよい。 

③執行段階においても和解が可能であるため、被執行人の財産が少な

いか或いは執行に不利な情況である場合、他の和解条件を入れて、被

執行人と和解を進めていくことも必要である。 

 

2.関連民事訴訟実例 
例１：（米国）イーライリリー社と江蘇豪森薬業株式会社間の特許侵害紛争事件 
基本情報 

特許権者(上訴人、原審原告)：（米国）イーライリリー社（ELIIJLI．YANDCOMPANY）

（以下「イーライリリー社」という） 

被疑侵害者(被上訴人、原審被告)：江蘇豪森薬業株式会社（以下「豪森社」という） 

 第一回 

一審 江蘇省高等裁判所（2001）蘇民三初字第 1 号 

二審 最高裁判所（2002）民三終字第 8 号  

 第二回 

一審 江蘇省高等裁判所（2003）蘇民三初字第 1 号 

二審 最高裁判所（2009）民三終字第 6 号  

2．事件の経緯 

イーライリリー社は、抗癌剤ゲムシタビン及び塩酸ゲムシタビン（以下「本抗癌剤」

という）に係る中国発明特許権 3 件を享有している。当該特許権 3 件は、本抗癌剤を製

造・調合する完全な技術方案を構成している。 

イーライリリー社は、豪森社が、当社の許諾を得ることなしに、2000 年から係争特

許方法によって本抗癌剤を調合し、かつ、当該製品の販売を行っているため、特許侵害

となり、相応する法的責任を負うべきであると主張して、江蘇省高等裁判所に訴訟を提

起した。 

一審裁判所は、審理を経て、豪森社は特許権侵害にならないと判定した。 

イーライリリー社は、一審判決を不服として最高裁判所に上訴を提起した。最高裁判

所は、（2002）民三終字第 8 号民事裁定により原判決を取り消し、同事件を差し戻して

再審理するよう命じた。 

江蘇省高等裁判所は、再審理を経て（2003）蘇民三初字第 001 号民事判決を言い渡

して、豪森社は特許権侵害にならないと判定した。 

上訴人イーライリリー社は、該再審理判決を不服として、再度最高裁判所に上訴を提

起した。 

最高裁判所は、審理を経て、上訴を棄却し、原判決を維持した。 

 例 2：フランスのラコステ社（LACOSTE）とシンガポールのクロコダイル・イン
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ターナショナル社（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）、上海東方鰐魚

服飾有限公司北京分公司間の商標専用権侵害紛争事件 

 基本情報 

商標権者（一審原告・二審上訴人）：ラコステ株式会社（LACOSTE）（以下「ラコステ

社」という） 

被疑侵害者 (一審被告・二審被上訴人 )：クロコダイル国際機構私人有限公司

（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（以下「クロコダイル・インターナシ

ョナル社」という） 

被疑侵害者(一審被告・二審被上訴人)：上海東方鰐魚服飾有限公司北京分公司 

一審 北京市高等裁判所（2000）高民初字第 29 号民事判決 

二審 最高裁判所（2009）民三終字第 3 号民事判決 

 事件の経緯 

1933 年に設立されたラコステ社は、同年フランスにおいて「ワニの図形」商標を登

録した。その後、ラコステ社は、1960 年代にアジア市場への進出を始め、1980 年から

1999 年にかけて、中国で第 141103 号、第 879258 号及び第 1318589 号「ワニの図形」

と第 940231 号「ワニの図形＋LACOSTE」商標を登録し、第 25 類と第 18 類を指定商

品とした。同時に、ラコステ社は 1984 年に正式に中国市場に進出し、1994 年に上海

に中国初の専売ブースをオープンした。 

クロコダイル・インターナショナル社の前身は、陳賢進が 1943 年にシンガポールで

設立した利生民社で、1983 年に現在の社名に変更した。クロコダイル・インターナシ

ョナル社は 1994 年に中国上海で一番目の専売店をオープンした。1993 年と 1994 年に

中国大陸で「CARTELO 及びワニの図形」商標を出願し、第 25 類と第 18 類を指定商

品とした。 

ラコステ社は 1995 年、クロコダイル・インターナショナル社が中国で複数の店舗を

オープンさせ、写実的なワニの図形が印刷された看板を掲げ、「ワニの図形」商標が付

いた服飾製品を販売しているのを発見し、2000 年 5 月 11 日、クロコダイル・インター

ナショナル社に対して、自社の登録商標権を侵害したことを理由に訴訟を提起した。 

北京市高等裁判所は一審において、全体的な比較、総合的判断の原則に基づいて、ラ

コステ社とクロコダイル・インターナショナル社のシリーズ商品の商標を全体的にみる
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ターナショナル社（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）、上海東方鰐魚

服飾有限公司北京分公司間の商標専用権侵害紛争事件 

 基本情報 

商標権者（一審原告・二審上訴人）：ラコステ株式会社（LACOSTE）（以下「ラコステ

社」という） 

被疑侵害者 (一審被告・二審被上訴人 )：クロコダイル国際機構私人有限公司

（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（以下「クロコダイル・インターナシ

ョナル社」という） 

被疑侵害者(一審被告・二審被上訴人)：上海東方鰐魚服飾有限公司北京分公司 

一審 北京市高等裁判所（2000）高民初字第 29 号民事判決 

二審 最高裁判所（2009）民三終字第 3 号民事判決 

 事件の経緯 

1933 年に設立されたラコステ社は、同年フランスにおいて「ワニの図形」商標を登

録した。その後、ラコステ社は、1960 年代にアジア市場への進出を始め、1980 年から

1999 年にかけて、中国で第 141103 号、第 879258 号及び第 1318589 号「ワニの図形」

と第 940231 号「ワニの図形＋LACOSTE」商標を登録し、第 25 類と第 18 類を指定商

品とした。同時に、ラコステ社は 1984 年に正式に中国市場に進出し、1994 年に上海

に中国初の専売ブースをオープンした。 

クロコダイル・インターナショナル社の前身は、陳賢進が 1943 年にシンガポールで

設立した利生民社で、1983 年に現在の社名に変更した。クロコダイル・インターナシ

ョナル社は 1994 年に中国上海で一番目の専売店をオープンした。1993 年と 1994 年に

中国大陸で「CARTELO 及びワニの図形」商標を出願し、第 25 類と第 18 類を指定商

品とした。 

ラコステ社は 1995 年、クロコダイル・インターナショナル社が中国で複数の店舗を

オープンさせ、写実的なワニの図形が印刷された看板を掲げ、「ワニの図形」商標が付

いた服飾製品を販売しているのを発見し、2000 年 5 月 11 日、クロコダイル・インター

ナショナル社に対して、自社の登録商標権を侵害したことを理由に訴訟を提起した。 

北京市高等裁判所は一審において、全体的な比較、総合的判断の原則に基づいて、ラ

コステ社とクロコダイル・インターナショナル社のシリーズ商品の商標を全体的にみる

場合、両者間には、すでに顕著性を有し、それぞれを区別することができる特徴が形成

されており、実際に商品を購入する場合においても、購入後の使用においても、消費者

に混同や誤認をもたらさないことを認定した。さらに、クロコダイル・インターナショ

ナル社が被疑侵害品に単独で「ワニの図形」を使用した行為についても、ラコステ社の

登録商標専用権の侵害にならないとして、ラコステ社の訴訟請求を棄却した。 

それに対し、ラコステ社は、一審判決を不服として上訴を提起したが、最高裁判所は

2010 年 12 月 29 日、上訴を棄却し、一審判決を維持する二審判決を言い渡した。 

 

 例 3：北京北大方正電子有限公司と広州宝潔有限公司、北京家楽福商業有限公司間

の著作権侵害事件 
基本情報 

著作権者(一審原告・二審上訴人)：北京北大方正電子有限公司（以下｢方正公司｣という） 

被疑侵害者(一審被告・二審被上訴人)：広州宝潔有限公司（以下｢P＆G 公司｣という） 

被疑侵害者(一審被告・二審被上訴人)：北京家楽福商業有限公司（以下｢カルフール公

司｣という） 

一審 北京市海淀区裁判所（2008）海民初字第 27047 号判決書 

二審 北京市第一中等裁判所（2011）一中民終字第 5969 号判決書 

 事件の経緯 

方正公司は 2008 年、P＆G 公司の「リジョイ」シャンプーなどの製品包装に方正倩

体字「飄柔」が使用されているのを発見した。その後、方正公司は、著作権侵害を理由

として、P＆G 公司とその製品を販売しているカルフール公司に対して、裁判所に訴訟

を提起し、P＆G 公司に対しては侵害製品の使用を差し止め、且つ、侵害製品を廃棄す

ること、カルフール公司に対しては侵害製品の販売を差し止めることを請求した。 

これに対し、P＆G 公司は、「文字は、情報の伝達手段として一部の企業に独占され

るものではない。方正公司は、倩体フォントライブラリーにおける単体の漢字に対して

美術著作物としての著作権を有すべきではない」と反論した。 

一審裁判所は、審理を経て、「倩体フォントライブラリーにおけるフォントは、一定

の独創性を有し、「中国著作権法」に規定する美術著作物としての要件を満たすので、

全体として保護を受けることはできるものの、フォントライブラリーにおける単体の漢

字は、美術著作物として保護を受けることができない」と判定し、方正公司の全ての請
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求を棄却した。 

それに対して、方正公司は、一審判決を不服として 2010 年 12 月に北京市第一中等

裁判所に上訴を提起した。方正公司は、P＆G 公司が被疑侵害製品に係争フォント「飄

柔」を使用している行為は自社の著作権の複製権及び発行権を侵害し、カルフール公司

が被疑侵害製品を販売している行為は自社の発行権を侵害していると主張した。 

二審裁判所は、審理を経て、P＆G 公司とカルフール公司の行った行為はいずれも著

作権侵害にならないと判定し、原審判決を維持した。 

 

 例 4：中韓晨光公司と微亜達製筆公司等三社との不正競争事件 

 基本情報 

再審請求者（一審被告 二審上訴人）寧波微亜達製筆有限公司 

被請求者（一審原告 二審被上訴人）上海中韓晨光文具製造有限公司 

原審被告 寧波微亜達文具有限公司 

原審被告 上海成碩工貿有限公司 

一審 上海市第二中等裁判所（2008）滬二中民五(知)初字第 112 号民事判決 

二審 上海市高等裁判所（2008）滬高民三（知）終字第 100 号民事判決 

再審 中華人民共和国最高裁判所民事裁定書（2010）民提字第 16 号 

 事件の経緯 

中韓晨光公司は、上海にある専門的に事務用品製造を営んでいる文具メーカーである。

2002 年 7 月に国家知識産権局に対し、「筆」という名称の意匠出願をし、2003 年 2 月

19 日に権利化された。その登録番号は ZL02316156.6 であったが、該意匠権は、年金

を納付しなかった理由で、提訴の前に失効している。また、中韓晨光公司は、2004 年

9 月 21 日に指定商品が第 16 類のペン、ノートなどである登録商標「晨光」を譲り受け

た。その商標登録証書番号は第 1815587 号で、有効期間は 2002 年 7 月 28 日から 2012

年 7 月 27 日までであった。その後、商標「晨光」は 2005 年 1 月、上海市工商行政管

理局により上海市著名商標として認定され、その有効期間が 2005 年から 2007 年まで

であった。さらに、国家工商行政管理総局商標局（以下「国家商標局」という）は 2005

年 12 月 30 日、第 16 類のペン商品における登録商標「晨光」を馳名商標として認定し

た。このほか、「晨光」中性ペンは、2003 年と 2007 年に数回にわたり「ブランド」製
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求を棄却した。 

それに対して、方正公司は、一審判決を不服として 2010 年 12 月に北京市第一中等

裁判所に上訴を提起した。方正公司は、P＆G 公司が被疑侵害製品に係争フォント「飄

柔」を使用している行為は自社の著作権の複製権及び発行権を侵害し、カルフール公司

が被疑侵害製品を販売している行為は自社の発行権を侵害していると主張した。 

二審裁判所は、審理を経て、P＆G 公司とカルフール公司の行った行為はいずれも著

作権侵害にならないと判定し、原審判決を維持した。 

 

 例 4：中韓晨光公司と微亜達製筆公司等三社との不正競争事件 

 基本情報 

再審請求者（一審被告 二審上訴人）寧波微亜達製筆有限公司 

被請求者（一審原告 二審被上訴人）上海中韓晨光文具製造有限公司 

原審被告 寧波微亜達文具有限公司 

原審被告 上海成碩工貿有限公司 

一審 上海市第二中等裁判所（2008）滬二中民五(知)初字第 112 号民事判決 

二審 上海市高等裁判所（2008）滬高民三（知）終字第 100 号民事判決 

再審 中華人民共和国最高裁判所民事裁定書（2010）民提字第 16 号 

 事件の経緯 

中韓晨光公司は、上海にある専門的に事務用品製造を営んでいる文具メーカーである。

2002 年 7 月に国家知識産権局に対し、「筆」という名称の意匠出願をし、2003 年 2 月

19 日に権利化された。その登録番号は ZL02316156.6 であったが、該意匠権は、年金

を納付しなかった理由で、提訴の前に失効している。また、中韓晨光公司は、2004 年

9 月 21 日に指定商品が第 16 類のペン、ノートなどである登録商標「晨光」を譲り受け

た。その商標登録証書番号は第 1815587 号で、有効期間は 2002 年 7 月 28 日から 2012

年 7 月 27 日までであった。その後、商標「晨光」は 2005 年 1 月、上海市工商行政管

理局により上海市著名商標として認定され、その有効期間が 2005 年から 2007 年まで

であった。さらに、国家工商行政管理総局商標局（以下「国家商標局」という）は 2005

年 12 月 30 日、第 16 類のペン商品における登録商標「晨光」を馳名商標として認定し

た。このほか、「晨光」中性ペンは、2003 年と 2007 年に数回にわたり「ブランド」製

品の称号を与えられ、中韓晨光公司は、同製品に対して広告・宣伝活動を行った。 

微亜達製筆公司及び微亜達文具公司は、浙江省にある文房具の製造販売の専門会社

（成碩公司が販売代理店）である。同 2 社が製造した 681 型水性ペンの構造は、中韓

晨光公司製造の K－35 型ノック式中性ペンと同一で、クリップ部分に「WEIYADA」、

「681」などと、装飾リングに「WEIYADA」、「E681」などと印字されている以外、全

体から見れば、両者の意匠は、基本的に一致していた。 

2008 年 4 月 21 日に中韓晨光公司は、微亜達製筆公司が製造販売する 681 型水性ペ

ンについて、自社 K－35 型ノック式中性ペン特有の装飾を模倣しているとして、不正

競争行為に該当するという理由で、上海市第二中等裁判所に訴訟を提起して、三被告に

対し侵害行為の停止及び損害賠償を求めた。 

一審裁判所は、被告の行為が不正競争に該当すると認定し、被告の微亜達文具公司及

び微亜達製筆公司に対し、侵害行為を停止し、原告の経済的な損害を賠償するよう言い

渡し、かつ成碩工貿公司に対し、681 型水性ペンの販売を停止するよう命じた。 

その後、被告は一審判決を不服として、上訴を提起したが、二審裁判所が一審判決を

維持したため、上訴人は、最高裁判所に再審を提起した。最高裁判所による再審中、微

亜達製筆公司及び微亜達文具公司と中韓晨光公司は和解協議に合意し、微亜達製筆公司

は、当該和解協議書に基づき、その再審申請の取り下げを最高裁判所に要請した。最高

裁判所は、下記のとおり裁定を下した。 

(1) 微亜達製筆公司による再審申請取り下げを許可する。 

(2) 一審判決を維持する。 
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第６章 模倣品の刑事対応 
第１節 概要

1． 関連法律 

模倣品の刑事対応とは、刑事法律に基づいて、刑事司法手続きにより、知

的財産権を深刻に侵害し、知的財産権犯罪を構成する模倣事件について、模倣

者の刑事責任を追及することです。 

模倣品の刑事対応は、刑法、刑事訴訟法、知的財産法などの法律の組

み合わせを通じて実現するが、主に、下記の法律法規を準拠法として実

施しています。 

 

法 令 発 行 機 関 執 行 時 間 

中華人民共和国刑法 全国人民代表大会 1997 年 10 月 1 日 

中華人民共和国刑事訴訟法 全国人民代表大会 1997 年 7 月 1 日 

「中華人民共和国刑事訴訟法」執行の若干

の問題に関する解釈 

最高裁判所 1998 年 9 月 8 日 

違法出版物刑事案件の審理の具体的法律

適用の若干問題に関する解釈 

最高裁判所 1998 年 12 月 11 日 

知的財産権侵害の刑事案件処理の法律の

具体的適用の若干の問題に関する解釈（以

下「解釈一」という）   

最高裁判所・最高人

民検察院 

 

2004 年 12 月 22 日 

知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体

的適用の若干の問題に関する解釈（2）（以

下「解釈二」という） 

最高裁判所・最高人

民検察院 

2007 年 4 月 5 日 

公安機関が管轄する刑事事件の訴追基準

に関する規定（一）（以下「立件訴追基準

一」という） 

最高人民検察院・公

安部 

2008 年 6 月 25 日 

公安機関が管轄する刑事事件の訴追基準

に関する規定（二）（以下「立件訴追基準

二」という） 

最高人民検察院・公

安部 

2010 年 5 月 7 日 

説明 
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第６章 模倣品の刑事対応 
第１節 概要

1． 関連法律 

模倣品の刑事対応とは、刑事法律に基づいて、刑事司法手続きにより、知

的財産権を深刻に侵害し、知的財産権犯罪を構成する模倣事件について、模倣

者の刑事責任を追及することです。 

模倣品の刑事対応は、刑法、刑事訴訟法、知的財産法などの法律の組

み合わせを通じて実現するが、主に、下記の法律法規を準拠法として実

施しています。 

 

法 令 発 行 機 関 執 行 時 間 

中華人民共和国刑法 全国人民代表大会 1997 年 10 月 1 日 

中華人民共和国刑事訴訟法 全国人民代表大会 1997 年 7 月 1 日 

「中華人民共和国刑事訴訟法」執行の若干

の問題に関する解釈 

最高裁判所 1998 年 9 月 8 日 

違法出版物刑事案件の審理の具体的法律

適用の若干問題に関する解釈 

最高裁判所 1998 年 12 月 11 日 

知的財産権侵害の刑事案件処理の法律の

具体的適用の若干の問題に関する解釈（以

下「解釈一」という）   

最高裁判所・最高人

民検察院 

 

2004 年 12 月 22 日 

知的財産権侵害の刑事案件の法律の具体

的適用の若干の問題に関する解釈（2）（以

下「解釈二」という） 

最高裁判所・最高人

民検察院 

2007 年 4 月 5 日 

公安機関が管轄する刑事事件の訴追基準

に関する規定（一）（以下「立件訴追基準

一」という） 

最高人民検察院・公

安部 

2008 年 6 月 25 日 

公安機関が管轄する刑事事件の訴追基準

に関する規定（二）（以下「立件訴追基準

二」という） 

最高人民検察院・公

安部 

2010 年 5 月 7 日 

説明 

知的財産権侵害の刑事事件の法律適用の

若干の問題に関する意見 

最高裁判所・最高人

民検察院・公安部 

2011 年 1 月 10 日 

 

2． 知財権刑事訴訟の現状 

模倣品の刑事対応は、模倣品対応の最後保障として、模倣品事件で知財権刑

事訴訟による処罰と威嚇の機能の発揮が重要視されています。近年、知財権

侵害と粗悪品の製造販売に対する打撃と刑事による知財権保護を引き続き強

化しているとともに、知財権刑事訴訟の数量も下記のように増やしています。 

 

 

 

 

 

2011年、全国法院で新たに受理した第一審知財権刑事訴訟事件は 5707件で、

結審した事件は 5504 件でした。新たに受理した事件の中、知的財産権侵害

罪事件が 3134 件で、半分以上を占めています。また、知的財産権侵害罪事

件において、商標権侵害の件が 2417 件で、知的財産権侵害罪事件の約 77％を、全部知

財権刑事訴訟事件の約 44％を占めています。なお、結審された事件において、発行判

決に関わっている人数は 10055 人でしたが、そのうち 7892 人が刑事処罰を課されまし

た。 
  

説明 

説明 
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55%
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32% 知財権侵害罪事件

偽劣製品生産販売罪事件における
知財権侵害関連事件

非法経営罪事件における知財権侵
害関連事件
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2010 ～ 2011「中国知識財産権保護状況 ( 国家知識産権戦略網 http://www.nipso.cn/bai.asp)」

2010 ～ 2011「中国知識財産権保護状況 ( 国家知識産権戦略網 http://www.nipso.cn/bai.asp)」

http://www.nipso.cn/bai.asp
http://www.nipso.cn/bai.asp


3.刑事案件の訴追基準 

(1)基本内容 

① 登録商標冒用罪 

定義 刑法第213条：登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品に登録商

標と同一の商標を使用する行為。 

訴追基準 

 

解釈一第1条1項、立件訴追基準二第69条：情状が重大な場合 

ア．不法経営額が5万元以上又は違法所得額が3万元以上の場合。 

イ．二種類以上の登録商標を冒用し、不法経営額が3万元以上又は違法

所得額が2万元以上の場合。 

ウ．その他情状が重大な場合。 

加重情状 解釈一第1条2項：情状が特に重大な場合 

ア．不法経営額が25万元以上又は違法所得額が15万元以上の場合。 

イ．二種類以上の登録商標を冒用し不法経営額が15万元以上又は違法所

得額が10万元以上の場合。 

ウ．その他情状が特に重大な場合。 
 
 
 

同一種類の 

商品 

意見第5 条1 項： 

① 名称が同一である商品 

（｢名称｣は、一般的に｢商標登録用の商品及びサービスの国際分類｣に

定める商品の名称を指す）。 

② 名称は異なるものの同一の物を指す商品 

（機能、用途、主要原料、消費対象、販売ルート等において同一又は

基本的に同一であり、同一種類の物として関連公衆に一般的に認め

られている商品を指す）。 

民事上、「類似の商品」での使用も商標権侵害となるが、 

刑事上、「類似の商品」での使用は、犯罪にならない。 
留 意 
 

概 念 説 明 
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3.刑事案件の訴追基準 

(1)基本内容 

① 登録商標冒用罪 

定義 刑法第213条：登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品に登録商

標と同一の商標を使用する行為。 

訴追基準 

 

解釈一第1条1項、立件訴追基準二第69条：情状が重大な場合 

ア．不法経営額が5万元以上又は違法所得額が3万元以上の場合。 

イ．二種類以上の登録商標を冒用し、不法経営額が3万元以上又は違法

所得額が2万元以上の場合。 

ウ．その他情状が重大な場合。 

加重情状 解釈一第1条2項：情状が特に重大な場合 

ア．不法経営額が25万元以上又は違法所得額が15万元以上の場合。 

イ．二種類以上の登録商標を冒用し不法経営額が15万元以上又は違法所

得額が10万元以上の場合。 

ウ．その他情状が特に重大な場合。 
 
 
 

同一種類の 

商品 

意見第5 条1 項： 

① 名称が同一である商品 

（｢名称｣は、一般的に｢商標登録用の商品及びサービスの国際分類｣に

定める商品の名称を指す）。 

② 名称は異なるものの同一の物を指す商品 

（機能、用途、主要原料、消費対象、販売ルート等において同一又は

基本的に同一であり、同一種類の物として関連公衆に一般的に認め

られている商品を指す）。 

民事上、「類似の商品」での使用も商標権侵害となるが、 

刑事上、「類似の商品」での使用は、犯罪にならない。 
留 意 
 

概 念 説 明 
 

同一の商標 解釈一第8 条1 項： 

冒用される登録商標と完全に同一又は冒用される登録商標と視覚上基

本的に差がなく、公衆に対して誤認を生じさせるに足る商標を指す。 

意見第6 条： 

① 登録商標の字体、大文字・小文字又は横・縦並びを変更したもので、

登録商標と僅かな違いしかない場合。 

② 登録商標の文字、アルファベット、数字等の間の距離を変更したも

ので、登録商標の顕著な特徴を表すことに支障をもたらさない場

合。 

③ 登録商標の色を変更した場合。 

④ 登録商標と視覚上基本的に差がなく、公衆に対して誤認を生じさせ

るに足りるその他の商標。 

  民事上、類似商標の無断使用も商標権侵害となるが、 

刑事上、同一商標の無断使用しか犯罪にならない。 

使用 解釈一第8 条2 項： 

登録商標又は冒用した登録商標を商品、商品の包装又は容器及び製品説

明書、商品取引文書に使用し、又は登録商標若しくは冒用した登録商標

を広告宣伝、展覧及びその他の商業活動等に用いる行為を指す。 

不法経営額 解釈一12 条： 

行為者が知的財産権侵害行為の過程において、製造、貯蔵、輸送、販売

した権利侵害製品の価値を指す。既に販売した権利侵害品の価値は実際

に販売した価格に基づいて計算され、製造、貯蔵、輸送及び販売されて

いない権利侵害製品の価値は、表示価格又は既に調査した権利侵害品の

実際の販売平均価格に基づいて計算される。権利侵害製品に表示価格が

なく又は実際の販売価格を調査できない場合は、被権利侵害製品の市場

の中間価格に基づいて計算される。 

数回にわたり知的財産権を侵害し､且つ、行政処罰または刑事処罰され

ていない行為について、不法経営金額､違法所得金額または販売金額の

累計に依って計算する。 

留 意 
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意見第7 条： 

製造、貯蔵、輸送され、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、当該製品に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。 

 

② 登録商標冒用商品販売罪 

定義 刑法第214条：登録商標を冒用した商品であることを明らかに知りなが

ら販売する行為。 

訴追基準 解釈一第2条1項：金額が比較的大きい場合 

販売金額が5万元以上の場合。 

立件訴追基準二第70条： 

ア．販売金額が5万元以上である場合。  

イ．まだ販売されていないが、商品の価値額が15万元以上である場合。  

ウ．販売金額が5万元以下であるが、販売金額とまだ販売されていない

商品の価値額を合わせて15万元以上である場合。 

加重情状 解釈一第2条1項：金額がきわめて大きい場合 

販売金額が25万元以上の場合。  

 

 

 

 

 

 

販売金額 解釈一第9 条1 項： 

登録商標を冒用した商品を販売後に取得及び得られるべきすべての違

法収入を言います。 

概 念 説 明 
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意見第7 条： 

製造、貯蔵、輸送され、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、当該製品に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。 

 

② 登録商標冒用商品販売罪 

定義 刑法第214条：登録商標を冒用した商品であることを明らかに知りなが

ら販売する行為。 

訴追基準 解釈一第2条1項：金額が比較的大きい場合 

販売金額が5万元以上の場合。 

立件訴追基準二第70条： 

ア．販売金額が5万元以上である場合。  

イ．まだ販売されていないが、商品の価値額が15万元以上である場合。  

ウ．販売金額が5万元以下であるが、販売金額とまだ販売されていない

商品の価値額を合わせて15万元以上である場合。 

加重情状 解釈一第2条1項：金額がきわめて大きい場合 

販売金額が25万元以上の場合。  

 

 

 

 

 

 

販売金額 解釈一第9 条1 項： 

登録商標を冒用した商品を販売後に取得及び得られるべきすべての違

法収入を言います。 

概 念 説 明 
 

明らかに知り

ながら 

解釈一第9 条2 項： 

ア．自己で販売する商品上の登録商標が改ざん、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。 

イ．登録商標を冒用した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、再び同一種類の

登録商標を冒用した商品を販売する場合。  

ウ．商標登録者の授権文書を偽造し、改ざんするか、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。 

エ．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。  

 

③ 登録商標標識の不法製造販売罪 

定義 刑法第215条：他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造し、又は偽

造し、無断で製造した登録商標の標識を販売する行為。 

訴追基準 解釈一第3条1項、立件訴追基準二第71条：情状が重大な場合 

ア．偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の登録商標の標識

の数量が2 万件以上、又は不法経営額が5 万元以上若しくは違法所

得額が3 万元以上の場合。 

イ．偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の二種類以上の登

録商標の標識の数量が1 万件以上、又は不法経営額が3 万元以上若

しくは違法所得額が2 万元以上の場合。 

ウ．その他情状が重大な場合。 

加重情状 解釈一第3条2項：情状が特に重大な場合 

ア．偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の登録商標の標識

の数量が10万件以上、又は不法経営額が25 万元以上若しくは違法

所得額が15万元以上の場合。 

イ．偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の二種類以上の登

録商標の標識の数量が5万件以上、又は不法経営額が15万元以上若

しくは違法所得額が10元以上の場合。 

ウ．その他情状が特に重大な場合。 
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④ 特許冒用罪 

定義 刑法第216条：他人の特許を冒用する行為。 

訴追基準 解釈一第4条、立件訴追基準二第72条：情状が重大な場合 

ア．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。 

イ．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。 

ウ．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。  

エ．その他情状が重大な場合。 

 

 

 

他人の特許を

冒用する行為 

解釈一第10条： 

ア．許諾を得ず、製造又は販売する製品、製品の包装に他人の特許番号

を表記する場合。  

イ．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であると誤認させる場合。  

ウ．許諾を得ず、契約書に他人の特許番号を使用し、契約に関連する技

術が他人の特許技術だと誤認させる場合。  

エ．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。 

 

⑤ 著作権侵害罪 

定義 刑法第217条：営利目的で下記の状況に該当する著作権を侵害する行為

を行なうこと。 

ア．著作権者の許諾を得ずに、文字作品、音楽、映画、テレビ、録画作

品、コンピュータソフトウェアその他の著作物を複製発行した場

合。 

イ．他人が専有出版権を享有する図書を出版した場合。 

概 念 説 明 
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④ 特許冒用罪 

定義 刑法第216条：他人の特許を冒用する行為。 

訴追基準 解釈一第4条、立件訴追基準二第72条：情状が重大な場合 

ア．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。 

イ．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。 

ウ．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。  

エ．その他情状が重大な場合。 

 

 

 

他人の特許を

冒用する行為 

解釈一第10条： 

ア．許諾を得ず、製造又は販売する製品、製品の包装に他人の特許番号

を表記する場合。  

イ．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であると誤認させる場合。  

ウ．許諾を得ず、契約書に他人の特許番号を使用し、契約に関連する技

術が他人の特許技術だと誤認させる場合。  

エ．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。 

 

⑤ 著作権侵害罪 

定義 刑法第217条：営利目的で下記の状況に該当する著作権を侵害する行為

を行なうこと。 

ア．著作権者の許諾を得ずに、文字作品、音楽、映画、テレビ、録画作

品、コンピュータソフトウェアその他の著作物を複製発行した場

合。 

イ．他人が専有出版権を享有する図書を出版した場合。 

概 念 説 明 
 

ウ．録音録画制作者の許諾を得ずに、その者が製作した録音録画の著作

物を複製発行した場合（録音録画製作者の許諾を得ずに情報ネット

ワーク伝達を通して録音録画作品を複製発行する行為も含まれる。

－最高裁判所・最高人民検察院による「著作権侵害刑事事件におけ

る録音録画製品の関連問題に対する回答」）。 

エ．他人の署名を冒用した美術作品を制作し又は販売した場合。 

訴追基準 解釈一第5条1項、解釈二第1条、立件訴追基準一第26条、意見第13条第

1項： 

① 違法所得金額が比較的大きな場合：違法所得額が3 万元以上の場合 

② その他情状が重大である場合： 

ア．不法経営金額が5万元以上の場合。  

イ．著作権者の許諾を得ずに、文字著作物、音楽・映画・テレビ・録画

作品、コンピュータソフトウェア、録音録画作品及びその他の著作

物を複製発行し、複製品の数量が合計500 枚（部）以上の場合。 

ウ．情報ネットワークを通じて、他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、

美術、撮影、録画作品、録音録画製品、コンピューターソフトウェ

ア及びその他の作品を公衆に伝播し、且つ下記いずれかに該当する

場合。 

 不法経営額が5 万元以上である場合。 

 他人の作品を伝播した数が合計で500 件(部)以上である場合。 

 他人作品を伝播する実際のクリック数が5 万回以上である場合。 

 会員制方式により他人の作品を伝播し、登録会員数が1000 人以

上に達した場合。 

 金額又は数量は上記第1 号から第4 号までの基準に達していな

いものの、その中の二項目以上の基準の半分以上をそれぞれ達し

た場合。 

 その他情状が重大な場合。 

エ．その他情状が重大な場合。 

加重情状 解釈一第5条2項、解釈二第1条、意見第13 条2 項： 
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① 違法所得額が巨額の場合：違法所得額が15 万元以上の場合。 

② 情状が特に重大な場合： 

ア．不法経営額が25 万元以上の場合。 

イ．著作権者の許諾を得ずに、文字著作物、音楽・映画・テレビ・録画

作品、コンピュータソフトウェア、録音録画作品及びその他の著作

物を複製発行し、複製品の数量が合計2,500 枚（部）以上の場合。 

ウ．情報ネットワーク上で他人の作品を伝播することに関する意見13 

条1 項に定める行為を行い、その金額又は数量が同項第1 号から第

5 号までの基準の5 倍以上に達した場合 

エ．その他情状が特に重大な場合。 

 

 

 

営利目的 解釈一第11条第1項、立件訴追基準一第26条、意見第10条： 

① 営利目的には、有料広告等の方法で直接的又は間接的に費用を徴収

する場合も含まれる。 

② 販売の場合を除き、下記のいずれかに該当する場合、｢営利を目的

とすること｣と判断することができる。 

ア．他人の作品の中に有料広告を掲載し、第三者の作品との抱き合わせ

などの方法により直接的又は間接的に費用を徴収すること。 

イ．情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、又は他人がアップ

ロードした権利侵害作品を利用し、ウェブサイト若しくはウェブペ

ージで有料広告サービスを提供し、直接的又は間接的に費用を徴収

すること。 

ウ．会員制方法による情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、

会員登録費その他の費用を徴収すること。 

エ．その他、他人の作品を利用して利益を図ること。 

著作権者の許

諾を得ず 

解釈一第11条第2項、立件訴追基準一第26条、意見第11条： 

著作権者の授権を得ていない場合又は著作権者の授権許諾文書を偽造

概 念 説 明 
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① 違法所得額が巨額の場合：違法所得額が15 万元以上の場合。 

② 情状が特に重大な場合： 

ア．不法経営額が25 万元以上の場合。 

イ．著作権者の許諾を得ずに、文字著作物、音楽・映画・テレビ・録画

作品、コンピュータソフトウェア、録音録画作品及びその他の著作

物を複製発行し、複製品の数量が合計2,500 枚（部）以上の場合。 

ウ．情報ネットワーク上で他人の作品を伝播することに関する意見13 

条1 項に定める行為を行い、その金額又は数量が同項第1 号から第

5 号までの基準の5 倍以上に達した場合 

エ．その他情状が特に重大な場合。 

 

 

 

営利目的 解釈一第11条第1項、立件訴追基準一第26条、意見第10条： 

① 営利目的には、有料広告等の方法で直接的又は間接的に費用を徴収

する場合も含まれる。 

② 販売の場合を除き、下記のいずれかに該当する場合、｢営利を目的

とすること｣と判断することができる。 

ア．他人の作品の中に有料広告を掲載し、第三者の作品との抱き合わせ

などの方法により直接的又は間接的に費用を徴収すること。 

イ．情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、又は他人がアップ

ロードした権利侵害作品を利用し、ウェブサイト若しくはウェブペ

ージで有料広告サービスを提供し、直接的又は間接的に費用を徴収

すること。 

ウ．会員制方法による情報ネットワークを通じて他人の作品を伝播し、

会員登録費その他の費用を徴収すること。 

エ．その他、他人の作品を利用して利益を図ること。 

著作権者の許

諾を得ず 

解釈一第11条第2項、立件訴追基準一第26条、意見第11条： 

著作権者の授権を得ていない場合又は著作権者の授権許諾文書を偽造

概 念 説 明 
 

 し、改ざんし、又は授権許諾範囲を逸脱している場合を指す。 

認定にあたっては、通常は著作権者又は著作権者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。 

複製発行 解釈一第11条第3項、解釈二第2条、立件訴追基準一第26条、意見第11

条： 

① 複製販売には、複製、販売、又は複製し且つ販売を行う行為が含ま

れるが、情報ネットワークを通じて公衆に対し他人の文字著作物、

音楽・映画・テレビ・録画著作物、コンピュータソフトウェア、録

音録画作品及びその他著作物を伝播させる行為も含まれる。 

② ｢発行｣は、総発行、卸売り、小売り、情報ネットワーク通じた伝播

及びリース、展示即売する行為を含む。権利侵害製品の所持者が広

告、注文募集等の方式で権利侵害製品を売り込む行為も、｢発行｣

に該当する。 

③ 不法に他人の作品を出版、複製、発行し、犯罪を構成する場合は、

本条で処罰される。 
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⑥ 著作権侵害複製品販売罪 

定義 刑法第218条：営利を目的として、刑法第217 条に規定する複製品であ

ることを知りつつ販売し、違法所得額が巨額な場合。 

訴追基準 解釈一第6条、立件訴追基準一第27条： 

① 違法所得額が10万元以上の場合。 

② 違法所得額が上記基準に達していないが、未販売の侵害複製品の

価値額が30万元以上の場合。 

⑦ 商業秘密侵害罪 

定義 刑法第219条： 

① 下記に規定する商業秘密侵害行為のいずれかに該当する行為を行

うこと。 

ア．窃盗、利益誘導、脅迫その他の不正な手段を用いて、権利者の商業

秘密を取得すること。 

イ．前号の手段を用いて取得した権利者の商業秘密を開示し、使用し又

は他人に使用を許諾すること。 

ウ．契約に違反し又は権利者の商業秘密の保持に関する要求に反して、

自己が保有する商業秘密を開示し、使用し又は他人が使用すること

を許諾すること。 

② 前項の行為があったことを明らかに知り又は知り得べき状況下で、

他人の商業秘密を取得し使用し又は開示したこと。 

訴追基準 解釈一第7条第1項、立件訴追基準二第73条： 

権利者に重大な損害を与えた場合 

ア．権利者に与えた損害額が50万元以上の場合。 

イ．商業秘密侵害による違法所得金額が50万元以上である場合。 

ウ．権利侵害が原因で権利者が破産に至った場合。  

エ．その他、権利者に重大な損失を与えた場合。  

加重情状 解釈一第7条第2項： 

特に重大な結果を生じた場合：権利者に与えた損害額が250万元以上の

場合。 
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⑥ 著作権侵害複製品販売罪 

定義 刑法第218条：営利を目的として、刑法第217 条に規定する複製品であ

ることを知りつつ販売し、違法所得額が巨額な場合。 

訴追基準 解釈一第6条、立件訴追基準一第27条： 

① 違法所得額が10万元以上の場合。 

② 違法所得額が上記基準に達していないが、未販売の侵害複製品の

価値額が30万元以上の場合。 

⑦ 商業秘密侵害罪 

定義 刑法第219条： 

① 下記に規定する商業秘密侵害行為のいずれかに該当する行為を行

うこと。 

ア．窃盗、利益誘導、脅迫その他の不正な手段を用いて、権利者の商業

秘密を取得すること。 

イ．前号の手段を用いて取得した権利者の商業秘密を開示し、使用し又

は他人に使用を許諾すること。 

ウ．契約に違反し又は権利者の商業秘密の保持に関する要求に反して、

自己が保有する商業秘密を開示し、使用し又は他人が使用すること

を許諾すること。 

② 前項の行為があったことを明らかに知り又は知り得べき状況下で、

他人の商業秘密を取得し使用し又は開示したこと。 

訴追基準 解釈一第7条第1項、立件訴追基準二第73条： 

権利者に重大な損害を与えた場合 

ア．権利者に与えた損害額が50万元以上の場合。 

イ．商業秘密侵害による違法所得金額が50万元以上である場合。 

ウ．権利侵害が原因で権利者が破産に至った場合。  

エ．その他、権利者に重大な損失を与えた場合。  

加重情状 解釈一第7条第2項： 

特に重大な結果を生じた場合：権利者に与えた損害額が250万元以上の

場合。 

 

 

 

（営業秘密） 刑法第219条：公に知られておらず、権利者のために経済的利益をもた

らすことができ、実用性を有し、かつ、権利者が秘密保持措置を講じた

技術情報又は経営情報を指す。 

権利者 営業秘密の所有者及びその許諾を得て営業秘密を使用する者を指す。 

 

 

(2)補充内容 

単位犯罪につ

いて 

刑法第220条、解釈二第6条： 

単位（法人等）が刑法213 条から219 条の罪を犯した場合は、単位に

罰金を科し、その直接責任を負う主管者その他の直接責任者を各条の

規定により処罰する。 

また、罪状と刑罰を決める基準は、個人犯罪と同様である。 

罰金額につい

て 

解釈二第4条： 

違法所得、不法経営額、権利者に与えた損害、社会危害性等の事情を

考慮し、通常は違法所得の1 倍以上5 倍以下又は不法経営額の50％以

上1 倍以下で確定する。 

幇助罪につい

て 

 

解釈一第16条、意見第15条： 

他人が知的財産権侵害の犯罪を行っていることを知りつつ、資金、預

金口座、領収書、証明書、許可証書を提供し、若しくは生産、経営場

所を提供し、又は、輸送、貯蔵、輸出入代理等の便宜を図り、幇助し

た場合、共犯として処罰される。 

また、他人が知的財産権侵害の犯罪を行っていることを知りつつ、権

利侵害製品を生産、製造する主要原材料、補助材料、半製品、包装材

料、機会設備、付箋標識、生産技術、調剤を提供し、又はインターネ

ット開通、サーバー委託管理、ネット保存空間、通信伝送通路、費用

代理徴収、費用決算等のサービスを提供する者については、知的財産

概 念 説 明 
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権侵害罪の共犯として処罰される。 

常習者につい

て 

 

意見第14条第2項： 

二年以内に知的財産権侵害行為を多数回行い、行政処理を受けておら

ず、その累計額が犯罪の要件を満たす場合、犯罪として処罰される。 

罪の犯罪の競

合について 

解釈一第13条、14条、意見第16条： 

① 刑法第213条に規定される登録商標を虚偽表示し､且つ、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。  

② 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､数罪併科に処する。 

③ 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。  

④ 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。  

⑤ 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

と偽劣製品生産販売罪の中でより重い処罰の規定に準拠して罪

を判定し処罰する。 
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権侵害罪の共犯として処罰される。 

常習者につい

て 
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二年以内に知的財産権侵害行為を多数回行い、行政処理を受けておら

ず、その累計額が犯罪の要件を満たす場合、犯罪として処罰される。 

罪の犯罪の競

合について 

解釈一第13条、14条、意見第16条： 

① 刑法第213条に規定される登録商標を虚偽表示し､且つ、当該虚偽
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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､数罪併科に処する。 

③ 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。  

④ 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。  

⑤ 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

と偽劣製品生産販売罪の中でより重い処罰の規定に準拠して罪

を判定し処罰する。 
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4.刑事罰の種類及び内容 

（1）概要 

刑事罰とは、犯罪に対する法的効果として、国家によって犯罪をおかした

者に科せられる一定の法益の剥奪を言います。中国の刑事罰には、下記の種類

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)具体内容 

登録商標 

冒用罪 

ア．情状が重大な場合：3 年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を

併科又は単科する。 

イ．情状が特に重大な場合、3 年以上7 年以下の有期懲役に処し、罰

金を併科する。 

登録商標 

冒用商品 

販売罪 

 

ア．販売額が比較的大きい場合：3 年以下の有期懲役又は拘留に処し、

罰金を併科又は単科する。 

イ．販売額が巨額である場合：3 年以上7 年以下の有期懲役に処し、

罰金を併科する。 

① 未遂として処罰（意見8条1項） 

ア．まだ販売されておらず、商品価値額が15万元以上である場合。  

イ．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商品価値額との合計額が15万元以上である

場合。 

付加刑 

罰金 没収 政治権

利剥奪 
 

国外 
退去 

主刑 

管制 拘留 有期 
懲役 

無期 
懲役 

 

死刑 
 

刑事罰の種類 

留 意 
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② 法定刑の幅に準拠して処罰（意見第8条2項） 

ア．販売されておらず、商品価値額が15万元以上25万元未満である 

場合。 

イ．販売されておらず、商品価値額が25万元以上である場合。  

③ 情を斟酌して重罰（意見第8条3項） 

ア．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。  

登録商標標識

の不法製造販

売罪 

ア．情状が重大な場合:3年以下の有期懲役、拘留又は管制に処し、罰

金を併科又は単科する。 

イ．情状が特に重大な場合：3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金

を併科する。  

 未遂として処罰（意見9条） 

ア．まだ販売していない、他人が偽造、無断製造した登録商標標識の

数量が6万件以上である場合。  

イ．まだ販売していない、他人が偽造、無断製造した二種類以上の登

録商標標識の数量が3万件以上である場合。  

ウ．他人が偽造、無断製造した登録商標標識を一部販売しており、そ

の販売標識の数量が2万件未満であるが、まだ販売していない標

識の数量と合わせた合計数量が6万件以上である場合。  

エ．他人が偽造、無断製造した二種類以上の登録商標標識を一部販売

しており、その販売標識の数量が1万件に達していないものの、

まだ販売していない標識の数量と合わせるとその合計数量が3万

件以上である場合。  

特許冒用罪 3年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又は単科する。 

著作権侵害罪 ア．違法所得金額が比較的大きな場合又はその他情状が重大である場

合：3 年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又単科する。 

イ．違法所得金額が巨額である場合又はその他の情状が特に重大であ

留 意 
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② 法定刑の幅に準拠して処罰（意見第8条2項） 

ア．販売されておらず、商品価値額が15万元以上25万元未満である 

場合。 

イ．販売されておらず、商品価値額が25万元以上である場合。  

③ 情を斟酌して重罰（意見第8条3項） 

ア．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。  

登録商標標識

の不法製造販

売罪 

ア．情状が重大な場合:3年以下の有期懲役、拘留又は管制に処し、罰

金を併科又は単科する。 

イ．情状が特に重大な場合：3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金

を併科する。  

 未遂として処罰（意見9条） 

ア．まだ販売していない、他人が偽造、無断製造した登録商標標識の

数量が6万件以上である場合。  

イ．まだ販売していない、他人が偽造、無断製造した二種類以上の登

録商標標識の数量が3万件以上である場合。  

ウ．他人が偽造、無断製造した登録商標標識を一部販売しており、そ

の販売標識の数量が2万件未満であるが、まだ販売していない標

識の数量と合わせた合計数量が6万件以上である場合。  

エ．他人が偽造、無断製造した二種類以上の登録商標標識を一部販売

しており、その販売標識の数量が1万件に達していないものの、

まだ販売していない標識の数量と合わせるとその合計数量が3万

件以上である場合。  

特許冒用罪 3年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又は単科する。 

著作権侵害罪 ア．違法所得金額が比較的大きな場合又はその他情状が重大である場

合：3 年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又単科する。 

イ．違法所得金額が巨額である場合又はその他の情状が特に重大であ

留 意 
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る場合：3 年以上7 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。 

著作権侵害複

製品販売罪 

3 年以下の有期懲役又は拘留、罰金を併科又は単科する。 

 

商業秘密 

侵害罪 

ア．商業秘密の権利者に重大な損害を与えた場合：3 年以下の有期懲

役又は拘留、罰金を併科又は単科する。 

イ．特に重大な結果を生じた場合：3 年以上7 年以下の有期懲役及び

罰金を併科する。 

 

 

5.主管機関 

（1）捜査機関:公安局（警察） 

刑事訴訟法の関連規定によれば、法律により別途に規定されていない限

り、公安局が刑事事件の捜査を行ないます。知財権侵害事件の捜査も、公

安局が行ないます。 

したがって、知財権犯罪の被害を受けた場合、被害者は、犯罪地や容疑者住所地の公

安局に告発することができます。そのほか、知財権犯罪を発見した場合、誰でも公安局

に通報することができます。なお行政機関は、摘発の過程で刑事訴追基準に達したと認

めた場合、事件を公安局へ移送すべきです。 

公安局は、告発や通報または行政機関からの移送を受けた場合、迅速に審査を実施し、

犯罪事実があり、刑事責任を追及する必要があると認めた事件については立件します。

また、立件した事件については捜査を行いますが、必要に応じて押収、勾留などの措置

を取ります。 

公安局は、捜査をして、犯罪容疑が固まれば、人民検察院に送検します。 

 

（2）公訴機関：人民検察院 

刑事訴訟法の関連規定によれば、公訴の提起は人民検察院が行ないます。 

人民検察院は、公安局から送検された事件について、審査をした上、犯罪事

実が明らかで、証拠が確実かつ十分で、刑事責任を追及すべきであると認め

た場合、公訴を提起します。 

説明 

説明 
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また、人民検察院は、法律監督機関として、公安局の捜査と裁判所の裁判について、

監督することができます。したがって、公安局が立件すべきなのに、立件しなかった場

合、人民検察院に立件監督を請求することができます。 

 

（3）裁判機関：裁判所 

刑事訴訟法の関連規定によれば、裁判所は国家裁判機関として、事実と証

拠を調べた上、法律規定に従い、被告人の有罪と無罪、及び刑事責任を決め

る判決を言渡します。 

刑事訴訟法の関連規定によれば、被害者が知的財産権侵害を証明する証拠を有し、情

状が軽微な知財犯罪事件については、被害者が、直接裁判所に刑事提訴（自訴）するこ

とができます。また、公安局に告訴しても公安局が捜査を進めなかった場合、及び、人

民検察院が公訴を提起しなかった場合、直接裁判所に自訴して刑事訴追ができることが

できます。その場合、裁判所はこれを受理しなければなりません。 
  

説明 
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説明 
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第２節 刑事対応の取り得る方法

1.公安機関への告発 

悪質な模倣事件に対しては，強力な打撃と徹底的な根絶が必要でありますが、

その場合、刑事による対応が最も効果的です。また、刑事対応をとる場合、権

利者は、自訴のルートを選ぶことができますが、公安機関と検察機関がやるこ

とを自らやらなければなりませんので、証拠収集と権利主張に困難が伴うことが予想さ

れます。 

したがって、重大な権利侵害を受けて、かつ、侵害者の刑事責任を追及できると判断

する場合、情報を収集した上、公安機関へ告発することが得策です。 

公安機関への告発は、書面又は口頭でも構いません。但し、公安機関の立件基準は、

「犯罪事実があり、刑事責任を追及する必要がある」ことですので、公安局に、立件・

捜査してもらうためには、事前の情報収集と公安機関への情報提供が肝心な問題です。

したがって、できるだけ、事前調査を通じて、特定の侵害者と確実な被害状況の情報を

公安機関に提供するほうがよいでしょう。 

こうして刑事的手続が進められるようになると、警察の捜査過程で知りえなかった被

害状況まで明らかになる可能性があります。 

 

2.行政機関の移送 

2006 年1 月26 日の最高人民検察院、公安部、監察部が共同の「行政執行中

の犯罪嫌疑案件移送に関する意見」で、行政機関が刑事訴追基準に達した案件

は直ちに司法機関に移送しなければならないとされました。つまり、行政機関

は、摘発の過程で犯罪構成の容疑があると認めた場合、事件を公安局へ移送すべきです。  

実際、行政機関と公安機関と連携して、摘発したケースもあります。 

また、関連摘発事件が刑事訴追基準に達した場合、権利者は、該行政機関またはその

上級機関に陳情し、移送の要請を提出することができます。 
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3.刑事自訴 

（1）提訴要件 

自訴手続きは、刑事事件について、被害者等が自ら直接裁判所へ刑事訴訟を提

起する手続きを言います。刑事訴訟法の関連規定よると、知財権侵害事件の被害

者は、自訴を提起することができますが、下記の提訴要件を満たさなければなり

ません。 

① 適格な自訴人 模倣品事件の被害者は自訴人として適格である。 

② 明確な被告と具体

の訴訟請求がある 

明確な被告が存在するべきであり、被告が存在しない、又は、

被告に行方が不明の場合、裁判所により訴訟の撤回を要求され

るか、または提訴を棄却される。また、具体の訴訟請求が必要

であり、罪名と刑事責任を明確に提出すべきである。もし、刑

事付帯民事訴訟を提起する場合、具体的な賠償請求があるべき

である。 

③ 自訴事件の範囲に

属する 

知財権侵害の場合、被害者が犯罪の証拠を持っており、情状の

軽微な知財犯罪の場合、自訴事件の範囲に属する。但し、厳重に

社会秩序と国家利益を侵害している知財犯罪は、自訴事件に属し

ていない。但し、被害の証拠を持っているのに、公安機関又は人

民検察院が被告人の刑事責任を追及しない場合には、自訴でき

る。 

④ 犯罪事実を証明す

る証拠がある 

証拠不十分の場合、裁判所により訴訟の撤回を要求されるか、

または提訴を棄却される。 

⑤ 提訴裁判所の管轄

に属する 

知財権侵害事件の場合、通常、犯罪地又は被告住所地の裁判所

が管轄する。また、被告が外国人でなければ、通常、基層裁判

所が管轄する。 
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（2）管轄 

被害者は、自訴を提起する場合、下記の管轄規定にしたがって、管轄権のあ

る裁判所に提訴すべきです。 

級別管轄 

 

通常、基層裁判所が管轄する。 

被告が外国人である場合には、中等裁判所が管轄する。 

地域管轄 

 

通常、犯罪地の裁判所が管轄する 

被告住所地の裁判所が管轄する方が適切である場合には、

被告住所地の裁判所が管轄することも可能である。 
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（3）訴訟手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開廷審理

立件立件しない

二審の手続は一審と基本的には同
じであるが、検察院が控訴した事
件でない場合、書面審理が可能

二審審理

一審判決の受領日より 日以内

一審判決

被害者自訴

開廷前の準備

日以内

公安局捜査

査

犯 罪 発 生

検察院公訴

立件しない立件

日以内

合議体の設置

起訴状副本の送達

開廷通知

自訴事件は、調停、和解、

訴訟の撤回が可能

訴 訟 手
続終了

上訴 控訴

二審判決二審自訴事件も、調停、和解、

訴訟の撤回が可能
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上記の刑事訴訟の要点のみについて、下記のとおり説明します。 

なお、刑事訴訟の場合、外国当事者に対して、管轄上の問題以外には、別

に特殊な規定はされていません。 

提訴手続き 

知財権侵害の犯罪事件については、被害者により裁判所へ自訴を提出することもでき、警察の捜

査を経て、検察院により公訴を提起することもできる。 

裁判所の受理 

裁判所は、公訴の提起を受け取った後、7 日以内に受理するか否かを決定し、自訴の提起を

受け取った後、15 日以内に受理するか否かを決定する。 

開廷審理 

開廷審理では、主に法廷調査、法廷弁論などを行うが、裁判長が弁論終結を言い渡した後、

被告人は、最後に陳述する権利を持つ。 

また、自訴事件の場合、裁判所は、自訴事件に対し調停でき、また、自訴人は、判決が言渡

されるまでに、被告人と和解することができ、または自訴を撤回できる。 

一審判決の言渡し 

通常、開廷審理後から 1 ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別な状況があれば、

関連手続を経て、審理期間を延長できる。 

上訴の提起 

一審判決を受け取った日から 10 日間以内に、当事者は上訴を提起することができ、検察院は

控訴を提出することができる。 

上訴判決の言渡し 

二審の審理の流れは、基本的に一審と同じであるが、事実が明白と認められる場合、裁判所

は、書面にて審理することができる。但し、検察院が控訴を提出した事件は、開廷して審理

しなければならない。 

二審裁判所は元判決の認定事実が明白で、適用法律が正確で、量刑が適当であると認めた場

合、上訴または控訴を却下し、元判決を維持する。元判決の認定事実が正確であるが、適用

法律が間違い又は量刑が不当であると認めた場合は、自判する。元判決の認定事実が明白で

はなく、証拠が不十分である場合には、事実を判明した上、自判することができ、元判決を

取消し、原審に差し戻して再審理させることもできる。また、一審裁判所に訴訟手続違反が

説明 
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あることを発見した場合、元判決を取消し、原審に差し戻して再審理させる。 

再審 

中国では二審制であるため、二審判決は最終的な判決である。当事者は、法的効力の生じた

判決及に明確な誤りがあると認めるときは、裁判所又は検察院に再審理を提出することがで

きるが、判決及び裁定は、その執行を停止しない。 

再審理の請求は、通常、刑罰執行終了の 2 年内に提出すべきであるが、関連情状が法律規程

に合致する場合、受理される可能性もある。 
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第３節 留意点と実例

1.日本企業の留意点 

 

刑事対応を重要視 

中国の刑事訴追基準を把握し、模倣事件にあった場合、刑事訴追基準に達したと認めた場合

には、刑事対応を優先的に考える。刑罰により、模倣業者に対して強いプレッシャーをかけ

る。また、別途民事訴訟を提起することで、損害賠償を求めることができる。 

事前の調査と証拠の収集 

刑事責任を追及するためには、被告の侵害行為を証明する証拠だけでは不十分で、侵害の情

状が重大であることを証明できる証拠が必要である。また、被告の行方も把握しなければな

らない。調査会社を利用して、犯罪の情報を徹底的に把握し、入手できた証拠については、

公証、鑑定などの措置を取って証拠能力を高める必要がある。 

公安局と検察院の力を借りる 

被害者により、侵害の証拠は相対的に容易に確保できるものの、その侵害の規模などに関す

る証拠の確保は難しく、かつ、被告人の自由を制限できないので、訴訟までその行方を把握

することも難しい。但し、公安局により立件された事件については、事前に模倣行為を停止

させることができるだけではなく、模倣品に対する差押さえなどの措置に通じて、侵害の規

模などについても、証拠を確保できる。なお、強制措置を取ることで、被告の行方も把握で

きる。したがって、刑事対応について、公安局と検察院の力を借りるように努力したほうが

よい。初歩的な証拠があれば、公安局へ告発することができる。 

 

自訴手段の採用 

公安局が立件しない事件については、自訴のルートを選ぶことができる。その場合、証拠の

収集と確保は重要である。自訴により、刑事訴訟手続を起動させることができるので、侵害

者に対し、強いプレッシャーをかけることができる。 

 

2.関連刑事訴訟実例 

李亜徳登録商標冒用事件 

案件番号：(2005)通中刑二初字第 0014 号 
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裁判所：江蘇省南通市中等裁判所 

公訴機関：江蘇省南通市人民検察院 

被告：李亜徳（外国人）、陳俊 

 経緯： 

南通芭蕾米拉日用化学品有限公司は、2004 年 8 月 17 日に設立され、化粧品の生産販

売を行っていたが、事件の発生時まで生産許可書を獲得していなかった。李亜徳は、当

該会社の実際経営者で、陳俊は技術人員であった。李亜徳が会社の経営を管理している

時、会社の法定代表者（別件で審理）及び陳俊と「DOVE」、「JERGENS」等の 8 個

の登録商標を冒用した化粧品の生産、販売をしたが、その価値は、人民元 128,700,135

に達した。その中、陳俊が参加した部分の価値は、人民元 97,741,164 元に達した。 

 公訴機関の主張 

登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品に登録商標と同一の商標を使用してお

り、情状が特に重大であるので、登録商標冒用罪を構成している。 

 被告の弁護意見 

① 本件は、単位犯罪であるので、南通芭蕾米拉日用化学品有限公司も被告として追

求すべき。 

② 李亜徳は、自分が参加した部分だけについて、刑事責任を負うべきであり、単位

の全犯罪について、責任を負うべきではない。 

③ 権利者が南通芭蕾米拉日用化学品有限公司に関連商標の使用を許諾していない

ことに関する証拠については、外国証拠なのに公証認証をしていないので、証拠として

採用すべきではない。 

④ 本件商標は、国際著名ブランドであるので、その価格鑑定は、少なくとも国家レ

ベルの認証機構により評価すべきなので、南通市価格認証センターによる価格鑑定結論

は採用すべきではない。 

⑤ 登録商標を冒用した商品の売れ行きと最終行方に関する証拠がないので、完璧な

証拠チェーンを形成していない。 

⑥ 李亜徳は、中国法律に詳しくなく、かつ初犯であり、陳俊は、会社の命令に従っ

ただけであり、同様に初犯なので、刑を軽減するよう請求する。 

 裁判所の判断 
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裁判所：江蘇省南通市中等裁判所 

公訴機関：江蘇省南通市人民検察院 

被告：李亜徳（外国人）、陳俊 

 経緯： 

南通芭蕾米拉日用化学品有限公司は、2004 年 8 月 17 日に設立され、化粧品の生産販

売を行っていたが、事件の発生時まで生産許可書を獲得していなかった。李亜徳は、当

該会社の実際経営者で、陳俊は技術人員であった。李亜徳が会社の経営を管理している

時、会社の法定代表者（別件で審理）及び陳俊と「DOVE」、「JERGENS」等の 8 個

の登録商標を冒用した化粧品の生産、販売をしたが、その価値は、人民元 128,700,135

に達した。その中、陳俊が参加した部分の価値は、人民元 97,741,164 元に達した。 

 公訴機関の主張 

登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品に登録商標と同一の商標を使用してお

り、情状が特に重大であるので、登録商標冒用罪を構成している。 

 被告の弁護意見 

① 本件は、単位犯罪であるので、南通芭蕾米拉日用化学品有限公司も被告として追

求すべき。 

② 李亜徳は、自分が参加した部分だけについて、刑事責任を負うべきであり、単位

の全犯罪について、責任を負うべきではない。 

③ 権利者が南通芭蕾米拉日用化学品有限公司に関連商標の使用を許諾していない

ことに関する証拠については、外国証拠なのに公証認証をしていないので、証拠として

採用すべきではない。 

④ 本件商標は、国際著名ブランドであるので、その価格鑑定は、少なくとも国家レ

ベルの認証機構により評価すべきなので、南通市価格認証センターによる価格鑑定結論

は採用すべきではない。 

⑤ 登録商標を冒用した商品の売れ行きと最終行方に関する証拠がないので、完璧な

証拠チェーンを形成していない。 

⑥ 李亜徳は、中国法律に詳しくなく、かつ初犯であり、陳俊は、会社の命令に従っ

ただけであり、同様に初犯なので、刑を軽減するよう請求する。 

 裁判所の判断 
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① 南通芭蕾米拉日用化学品有限公司が既に営業停止され、かつ、適切な訴訟代表人

もないため、単位犯罪の責任を追うことができないので、同会社を被告としない。 

② 南通芭蕾米拉日用化学品有限公司の法定代表者は、経営に参加せず、李亜徳が会

社の全ての事務を管理しているので、李亜徳は、直接な主管人員としての全部犯罪行為

に対し責任を負うべき。 

③ 外国権利者が南通芭蕾米拉日用化学品有限公司に関連商標の使用を許諾してい

ないことに関する証拠については、関連証拠が公証認証をしていないので、採用しない。 

④ 関連規程によると、人民政府が設立した価格評価機構は、同級法院、検察院、公

安局の委託を受けて価格評価することができる。また、国際著名ブランドに対し、特別

な規定をしていないので、南通市価格認証センターによる価格鑑定結論は法律効力があ

る。但し、当該鑑定結論は、8 個の商標の商品に及んでいないので、同裁判所は、これ

を採用しない。 

 ⑤ 登録商標を冒用した商品の売れ行きについて、本件の証拠と証言として証明でき

る。なお、被告人が他人の商標を冒用したことに関する証拠が十分である状況で、関連

商標の売れ行きを明らかにしたか否かは、本件の審理に影響を与えない。 

⑥ 李亜徳は、中国で会社を経営している以上、中国の法律を了解すべき。しかも、か

つて、他人の商標を盗用したため、行政処罰を受けたことがあるにも関わらず、再度他

人の商標を盗用したことは、主観故意が明らかである。陳俊は、他人の商標を盗用する

ことを知りながら、技術上の支援をしたので、犯罪の過程で重要な役割をしている。 

 判決要旨 

① 李亜徳に対して、4 年の有期懲役に処し、50 万元の罰金を併科し、国境駆逐を処

す。 

② 陳俊に対して、3 年の有期懲役に処し、30 万元の罰金を併科する。 

③ 公安機関により差押えた通芭蕾米拉日用化学品有限公司の生産設備は、没収し、

国庫に交付する。 

 

中国では、模倣品に対する刑事対応を重視しており、処罰力度も強いで

す。したがって、企業も、模倣品事件について、刑事手段の応用を重視し、

積極的に刑事対応を展開します。 
  

説明 
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第７章 その他の主要トピック 
第１節 ドメインネームの問題

1． ドメインネームの登録手続き 

ドメインネームは管理機構の違いによって、以下の 種類に分けることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明 

 ドメインネームの登録は先願主義となる。

 （http://www.cnnic.net.cn/）は中国国家頂級ドメインネーム

「 」とサフィックスが「 中国 公司 网络」である中国語

ドメインネームの登録を管理する。 
 上記「 」と中国語ドメインネームを登録する場合、個人は身分証

明書を、企業は営業許可証を提出する必要がある。また、連絡者等

の情報を明記しなくてはならない。 
 現在、外国の企業又は個人が「 」と中国語ドメインネームを登録

したい場合、以下の二つの方法がある。 
① の認可を得た外国のドメインネーム登録サービス機構を

介して登録する。詳細は の下記 を参照 
http://www.cnnic.net.cn/jczyfw/CNym/cnzcfwjgcx/cnzcjg_ndsq/20120
7/t20120702_30267.htm 
② 中国における子会社の名義で登録する。 

 登録済みのドメインネームについて、毎年、ドメインネーム登録サ

ービス機構に年金を支払う必要がある。年金の納付手続き等につい

て、代理人事務所に依頼することができる。 

 
種 
 
類 

国際ドメインネーム

（ 等）

 

ICANN 
The internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers 

 

国別ドメインネーム

（ 中国 公司 网络）

CNNIC 
中国インターネット情報

センター
 

管理機関 

管理機関 
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第７章 その他の主要トピック 
第１節 ドメインネームの問題

1． ドメインネームの登録手続き 

ドメインネームは管理機構の違いによって、以下の 種類に分けることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明 

 ドメインネームの登録は先願主義となる。

 （http://www.cnnic.net.cn/）は中国国家頂級ドメインネーム

「 」とサフィックスが「 中国 公司 网络」である中国語

ドメインネームの登録を管理する。 
 上記「 」と中国語ドメインネームを登録する場合、個人は身分証

明書を、企業は営業許可証を提出する必要がある。また、連絡者等

の情報を明記しなくてはならない。 
 現在、外国の企業又は個人が「 」と中国語ドメインネームを登録

したい場合、以下の二つの方法がある。 
① の認可を得た外国のドメインネーム登録サービス機構を

介して登録する。詳細は の下記 を参照 
http://www.cnnic.net.cn/jczyfw/CNym/cnzcfwjgcx/cnzcjg_ndsq/20120
7/t20120702_30267.htm 
② 中国における子会社の名義で登録する。 

 登録済みのドメインネームについて、毎年、ドメインネーム登録サ

ービス機構に年金を支払う必要がある。年金の納付手続き等につい

て、代理人事務所に依頼することができる。 

 
種 
 
類 

国際ドメインネーム

（ 等）

 

ICANN 
The internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers 

 

国別ドメインネーム

（ 中国 公司 网络）

CNNIC 
中国インターネット情報

センター
 

管理機関 

管理機関 
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一
般
登
録
手
続
き 

登録するドメインネームを決

める

 

等を利用して関連ドメ

インネーム登録可否を調査

 未
登
録

 

登録済み 

認可を得たドメインネーム登

録サービス機構を選択

登録サービス機構サイトにオ

ンラインで登録情報を記入 

関連費用を納付

 

中国国内ドメ

インネーム

国際ドメ

インネーム

必要書類を提出

 

が資料に対して審査

 

登録完成

 

審
査
通
過

 

中国ドメインネームの場合、

の認可を得た下記登録サ

ービス機構

http://www.cnnic.net.cn/jczyf
w/CNym/cnzcfwjgcx/cnzcjg_n
dsq/201206/t20120614_28273
.htm 
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2． ドメインネームに関する紛争 

インターネットの急速な発展、及びドメインネームの住所表示の役割、ウェブサイト

上において商品・役務の提供等ができることから、中国では、ドメインネームの商用価

値がますます重視されています。また、ドメインネームは、登録費用が安く、実体審査

も経ず、先願主義なので、周知商標、周知商号等に関わるドメインネームの不正登録が

可能になります。そのため、ドメインネームに関する紛争は多発しています。 

 

ドメインネームに関する紛争の種類 

① 他人の周知商標、周知商号等と同一又は類似するドメインネームを不正登録し

て、高額で権利者又は関係者に売却する。 

② 他人の周知商標、周知商号等と同一又は類似するドメインネームを不正登録した

後、当該ドメインネームを使用してウェブサイトを開設する。また、当該ウェブ

サイトが上記商号又は商標の権利者のサイトであるように消費者を誤認させ、ユ

ーザーに自分のウェブサイトにアクセスさせることで、以下の目的を達成する。 

 高アクセス数を利用して広告収入を得る。 

 商標又は商号の権利者と類似・同一する商品を販売して、不法収益を得る。 

 

 

3． 救済手段 

他人によって、自社の商標又は商号に関するドメインネームを不正登録されることで、

紛争が生じた場合、主に下記の三つの救済手段が考えられます。 

 

警告状の発送 

及び交渉 

不正登録者に警告状を発送して無料で係争ドメインネームを譲

渡するよう要求する。相手側との交渉が順調な場合は、無料、

又は低額で係争ドメインネームを譲受することができる。 

メリット： 

 紛争の解決までの時間が短い。 

 コストが少なくて済む。 

デメリット： 
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2． ドメインネームに関する紛争 
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て、高額で権利者又は関係者に売却する。 

② 他人の周知商標、周知商号等と同一又は類似するドメインネームを不正登録した

後、当該ドメインネームを使用してウェブサイトを開設する。また、当該ウェブ

サイトが上記商号又は商標の権利者のサイトであるように消費者を誤認させ、ユ

ーザーに自分のウェブサイトにアクセスさせることで、以下の目的を達成する。 

 高アクセス数を利用して広告収入を得る。 

 商標又は商号の権利者と類似・同一する商品を販売して、不法収益を得る。 

 

 

3． 救済手段 

他人によって、自社の商標又は商号に関するドメインネームを不正登録されることで、

紛争が生じた場合、主に下記の三つの救済手段が考えられます。 

 

警告状の発送 

及び交渉 

不正登録者に警告状を発送して無料で係争ドメインネームを譲

渡するよう要求する。相手側との交渉が順調な場合は、無料、

又は低額で係争ドメインネームを譲受することができる。 

メリット： 

 紛争の解決までの時間が短い。 

 コストが少なくて済む。 

デメリット： 
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 相手側が高額の売却価格を要求する場合は、ドメインネーム

を譲渡してもらうことが困難である。 

ドメインネーム争議

解決センターによる

仲裁 

上述の警告状の発送及び交渉を通じて係争ドメインネームを譲

渡してもらえない場合、又は、上記ルートを経由したくない場

合、紛争解決センターに異議申立を提出することで、紛争を解

決することができる。 

メリット： 

 相手側との困難な交渉を回避することができる。 

 勝訴した場合は、不正登録者を経由せず、ドメインネーム登

録サービス機構よりドメインネームが権利者に移転される。 

デメリット： 

 仲裁費用がかかる。 

 相手側が民事訴訟を提起する場合、仲裁裁決が発効できず、

訴訟に応訴しなければならないので、さらに、訴訟費用がか

かる。 

民事訴訟 

上述のルートを通じて満足できる結果を得られなかった場合、

最終的な解決ルートとして民事訴訟の提起が考えられる。 

メリット： 

 最終的な救済方法として、確実に権利を保護することができ

る。 

デメリット： 

 コストがかかる。 

 解決するまでの時間が長くかかる。 

 裁判所の証拠に対する要求が高く、公証付きで証拠を収集す

る必要がある。 

 

ドメインネーム紛争の救済ルートについて、中国の現状から見れば、ドメインネーム

紛争解決センターに異議申立を行い、仲裁により対応するケースが多くなっています。

以下、仲裁について、詳しく説明します。 
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仲裁機構 

国際ドメインネーム 

.com/.net/.org等 

アジアドメインネーム紛争解決センター（ADNDRC）北京秘書

処 

HP：https://www.adndrc.org/bjc_home.html 

国別ドメインネーム 

.cn/.中国/.公司等 

中国国際経済貿易仲裁委員会ドメインネーム紛争解決センター

（CIETAC） 

HP：http://dndrc.cietac.org 

異議申立手続の依拠規則 

国際ドメインネーム 

ICANN が 1999 年に採用実施した 

 「統一ドメインネーム紛争解決政策」 

 「統一ドメインネーム紛争解決政策に関する規則」 

アジアドメインネームが 2002 年 2 月から実施した 

 「アジアドメインネーム紛争解決センター補充規則」 

国別ドメインネーム 

CNNIC が制定した 

 「中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法」（2012 年 6 月 28 日から施行） 

 「中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法手続規則」（2012 年 6 月 28 日から施行） 

中国国際経済貿易仲裁委員会が制定した 

 「『中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法』に関する中国国際経済貿易仲裁委員会の補充規則」

（2012 年 6 月 28 日から施行） 

認定標準 

国際ドメインネーム 

 

異議申立人は下記 3 種類の情況が同時に存在することを証明す

る必要がある。 

① 係争ドメインネームが、申立人が権利を享有する商標又は役

務マークと同一又は極めて類似していて、混同を引き起こし

やすいこと 

② 被申立人が係争ドメインネームについての権利又は正当な
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仲裁機構 

国際ドメインネーム 

.com/.net/.org等 

アジアドメインネーム紛争解決センター（ADNDRC）北京秘書

処 

HP：https://www.adndrc.org/bjc_home.html 

国別ドメインネーム 

.cn/.中国/.公司等 

中国国際経済貿易仲裁委員会ドメインネーム紛争解決センター

（CIETAC） 

HP：http://dndrc.cietac.org 

異議申立手続の依拠規則 

国際ドメインネーム 

ICANN が 1999 年に採用実施した 

 「統一ドメインネーム紛争解決政策」 

 「統一ドメインネーム紛争解決政策に関する規則」 

アジアドメインネームが 2002 年 2 月から実施した 

 「アジアドメインネーム紛争解決センター補充規則」 

国別ドメインネーム 

CNNIC が制定した 

 「中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法」（2012 年 6 月 28 日から施行） 

 「中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法手続規則」（2012 年 6 月 28 日から施行） 

中国国際経済貿易仲裁委員会が制定した 

 「『中国インターネット情報センタードメインネーム紛争解

決弁法』に関する中国国際経済貿易仲裁委員会の補充規則」

（2012 年 6 月 28 日から施行） 

認定標準 

国際ドメインネーム 

 

異議申立人は下記 3 種類の情況が同時に存在することを証明す

る必要がある。 

① 係争ドメインネームが、申立人が権利を享有する商標又は役

務マークと同一又は極めて類似していて、混同を引き起こし

やすいこと 

② 被申立人が係争ドメインネームについての権利又は正当な
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利益を有していないこと 

③ 係争ドメインネームが既に登録され、かつ、悪意で使用され

ていること 

国別ドメインネーム 

下記条件を満たす場合、関連異議申立は支持されるべきである。 

① 係争ドメインネームと申立人が民事権益を有する名称又は

標識が、同一又は混同を招くような類似性がある場合 

② 係争ドメインネームの所有者が、ドメインネーム又はその主

要部分に対し、合法的な権益を有していない場合 

③ 係争ドメインネームの所有者がドメインネームの登録又は

使用において、悪意を有している場合 

 

CIETAC と ADNDRC 北京秘書処の異議申立手続きは基本的に同じですが、以下は、

国別ドメインネーム異議申立手続きを例として、説明します。 
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侵害証拠を収集した上、「申立書提出指南」に基づいて、申立書を作成する。

CIETAC に申立書の電子版と紙版を提出し、指定口座に仲裁費を納付する 

申立書受取後 

CIETAC が申立書に対して形式審査を行う 
（CIETAC がドメインネーム登録サービス機構に登録情報を確認する） 

不合格 

決められた期限内に補正を命じる 

期限内に未補正 

申立の撤回と見なす 

CIETAC が仲裁費受領後当事者双方及び登録サービス機

構に仲裁プロセス開始通知を出すと同時に申立書も転送する 

被申立人が答弁書を作成し、期限内に CIETAC に電子版

と紙版を提出する 

プロセス開始日より 日以内 

CIETAC が専門家（グループ）を設置する 

答弁受領日より 日以内 

設置後 日以内 

専門家（グループ）が裁決を出す 

CIETAC の HP に裁決書を掲載し、裁決書電子版を当事

者双方、登録サービス機構、CNNIC に送付する 

答
弁
し
な
い
場
合
、
答
弁

期
限
満
了
後
五
日
以
内 

合

格 

専門家が提出した裁決書を受領後、 日以内

ににに 
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侵害証拠を収集した上、「申立書提出指南」に基づいて、申立書を作成する。

CIETAC に申立書の電子版と紙版を提出し、指定口座に仲裁費を納付する 

申立書受取後 

CIETAC が申立書に対して形式審査を行う 
（CIETAC がドメインネーム登録サービス機構に登録情報を確認する） 

不合格 

決められた期限内に補正を命じる 

期限内に未補正 

申立の撤回と見なす 

CIETAC が仲裁費受領後当事者双方及び登録サービス機

構に仲裁プロセス開始通知を出すと同時に申立書も転送する 

被申立人が答弁書を作成し、期限内に CIETAC に電子版

と紙版を提出する 

プロセス開始日より 日以内 

CIETAC が専門家（グループ）を設置する 

答弁受領日より 日以内 

設置後 日以内 

専門家（グループ）が裁決を出す 

CIETAC の HP に裁決書を掲載し、裁決書電子版を当事

者双方、登録サービス機構、CNNIC に送付する 

答
弁
し
な
い
場
合
、
答
弁

期
限
満
了
後
五
日
以
内 

合

格 

専門家が提出した裁決書を受領後、 日以内

ににに 
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 係争ドメインネームの登録期限が 2 年を超えた場合、ドメインネー

ム紛争機構は異議申立を受理しません。 

 異議申立の提出から裁決の発行まで、通常、2～3 ヶ月間かかります。 

 裁決プロセスで使用される言語は原則的に中国語です。 

 申立人が勝訴し、且つ被申立人が 10 日以内に提訴しない場合、ドメイン登録サー

ビス機構は裁決内容に従い、係争ドメインネームを権利者に移転することができま

す。 

 

CIETAC 仲裁費一覧表 http://dndrc.cietac.org/static/cnddr/frmaincnddr.html 

専門家

構成

紛争ドメイン

ネーム数量

費用全額

（ ）

管理費

（ ）

専門家費

（ ）

人 

1 8,000 4,000 4,000 

2 ～ 5 12,000 6,000 6,000 

6 ～ 10 16,000 8,000 8,000 

10 以上 
紛争解決機構

によって決定 

紛争解決機構に

よって決定 
紛争解決機構によって決定 

人 

1 14,000 6,000 8,000 
首席：4,000 

その他：2,000/人 

2 ～ 5 20,000 8,000 12,000 
首席：6,000 

その他：3,000/人 

6 ～ 10 24,000 9,000 15,000 
首席：7,000 

その他：4,000/人 

10 ～以上 
紛争解決機構

によって決定 

紛争解決機構に

よって決定 
紛争解決機構によって決定 

 

 

 

 

 

留意点 
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ADNDRC 仲裁費一覧表 https://www.adndrc.org/bjc_schedule_fees.html 

紛争ドメイン

ネーム数量 

専門家費用 センター

管理費 

費用全額 

人 3 人 人 3 人 

1～2 件 US$700 
首席専門家: US$1,000 

協力専門家: US$600/人 
US$600 US$1,300 US$2,800 

3～5 件 US$900 
首席専門家: US$1,200  

協力専門家: US$700/人 
US$700 US$1,600 US$3,300 

6～9 件 US$1,100 
首席専門家: US$1,400  

協力専門家: US$800/人 
US$800 US$1,900 US$3,800 

10 件以上 センターの関連秘書処によって決定 
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ADNDRC 仲裁費一覧表 https://www.adndrc.org/bjc_schedule_fees.html 

紛争ドメイン

ネーム数量 

専門家費用 センター

管理費 

費用全額 

人 3 人 人 3 人 

1～2 件 US$700 
首席専門家: US$1,000 

協力専門家: US$600/人 
US$600 US$1,300 US$2,800 

3～5 件 US$900 
首席専門家: US$1,200  

協力専門家: US$700/人 
US$700 US$1,600 US$3,300 

6～9 件 US$1,100 
首席専門家: US$1,400  

協力専門家: US$800/人 
US$800 US$1,900 US$3,800 

10 件以上 センターの関連秘書処によって決定 
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説明 

第２節 商号の問題

． 商号の登記手続き

企業名称の登記は、行政許可に属する一種の審査確認制度です。国家工商行

政管理総局と各地方工商行政管理局が「企業名称登記管理規定」、「会社登記管

理条例」等に基づいて、該行政区域の範囲で統一管理を行い、級別登記管理を

実施します。中国における企業名称登記を含む会社登記の手続きについて、以下のよう

に簡単に紹介します。 

① 会社を設立しようとする際に、まず、現地の工商行政管理局に会社名称に対す

る予備申請を提出します。

② 工商行政管理局は、申請の会社名称が先行登記の名称と抵触があるかどうか、及

びほかの違法事項があるかどうかを審査します。

③ その会社名称が許可された場合、「企業名称予備審査通過通知書」が発行されま

す。当該通知書の有効期間は ヶ月となります。

④ 当該期間内に、商務局、工商行政管理局、税務局及び技術監督局などの主管機関

に、会社設立の申請を進めなくてはなりません。

⑤ 当該期間は延長することも可能で、期間満了日の ヶ月前に期間延長申請を提出

することができます。但し、当該延長期間は ヶ月を超えてはなりません。

また、有効期間を超えた場合、予備審査を通過した会社名称は無効になります。

企業名称の登記は、事前審査の手続きを経なければなりません。企業

名称予備審査を申し出る場合、工商行政管理機関は、一般的に、同業種

の他の企業名称と同様であるか否かを審査します。また、地区によって係る規定が異な

っていますが、一部の地区では、著名商標、世界企業 500 社ランキングに入っている

企業商号、当地の著名商標、全国重点保護商標、中華古商号、有名人の氏名等の内容を

含む場合、企業名称として登録することができません。 
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2． 商号に関する紛争 

商標と企業名称は、いずれも企業又は商品・役務の標識です。表面上は、企業名称は、

商業主体を区別し、商標は、商品を区別するものですが、両者は、商業標識として、何

れも、商品と役務の出所を区別する類似する役割を果たしています。 

中国では、企業名称と商標の抵触事件は数多く存在しており、日増しに深刻化してい

ます。 

 

商号紛争の原因 

法律面 商標及び企業名称は異なる法律と異なる手続きを通じて登録される。商標登

録を管轄する国家工商総局商標局と、商号登録を管轄する各地方工商行政管

理局との間には、商標に関するクロスリサーチのシステムがない。両者は、

許可条件、手続き、保護範囲等において、異なっている。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標を商号として登録して、消費者を誤認させるこ

とを通じて不当利益を獲得する。 

 

商号登記について、工商行政管理局は権利存在状況を全面的に調査しないので、合法

的に登記された商号でも、他人の先行商標権を侵害する可能性があります。同様に、合

法的に登録された商標権も、他人の先行商号権に対する侵害を構成する可能性がありま

す。 

 

 

3． 救済手段 

合法的に登記された企業名称が先行商標権を侵害した事件について、相手側の企業名

称を変更/抹消させて、侵害行為を差し止める必要があります。先行商標権者は、以下

のような救済手段を取ることができます。 

 

① 相手側に警告状を送付して、商号を変更するよう交渉する。 

② 工商行政管理局に商号の変更/抹消請求を提出する。 

法律根拠 
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2． 商号に関する紛争 

商標と企業名称は、いずれも企業又は商品・役務の標識です。表面上は、企業名称は、

商業主体を区別し、商標は、商品を区別するものですが、両者は、商業標識として、何

れも、商品と役務の出所を区別する類似する役割を果たしています。 

中国では、企業名称と商標の抵触事件は数多く存在しており、日増しに深刻化してい

ます。 

 

商号紛争の原因 

法律面 商標及び企業名称は異なる法律と異なる手続きを通じて登録される。商標登

録を管轄する国家工商総局商標局と、商号登録を管轄する各地方工商行政管

理局との間には、商標に関するクロスリサーチのシステムがない。両者は、

許可条件、手続き、保護範囲等において、異なっている。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標を商号として登録して、消費者を誤認させるこ

とを通じて不当利益を獲得する。 

 

商号登記について、工商行政管理局は権利存在状況を全面的に調査しないので、合法

的に登記された商号でも、他人の先行商標権を侵害する可能性があります。同様に、合

法的に登録された商標権も、他人の先行商号権に対する侵害を構成する可能性がありま

す。 

 

 

3． 救済手段 

合法的に登記された企業名称が先行商標権を侵害した事件について、相手側の企業名

称を変更/抹消させて、侵害行為を差し止める必要があります。先行商標権者は、以下

のような救済手段を取ることができます。 

 

① 相手側に警告状を送付して、商号を変更するよう交渉する。 

② 工商行政管理局に商号の変更/抹消請求を提出する。 

法律根拠 

245 
 

 「企業名称登記管理規定」第 5 条 

登記主管機関は既に登録した不適切な企業名称を是正する権限を有する。上級

登記機関は下級登記機関が許可した不適切な企業名称を是正する権限を有する。 

既に登録した不適切な企業名称について、いかなる企業・団体又は個人も登記

主管機関に是正するよう要求することができる。 

 「中華人民共和国商標法実施条例」第 53 条 

商標権者は、自分の著名商標が他人により企業名称として登記され、公衆が騙

され又は公衆誤認をもたらすおそれがあると考えた場合には、企業名称登記主管

機関に当該企業名称の登記の取消を請求することができる。企業名称登記主管機

関は「企業名称登記管理規定」に基づき処理する。 

 「商標及び企業名称に係る若干問題の解決に関する国家工商行政管理局の

意見」 

第 4 条 

商標中の文字は、企業名称中の屋号と同一又は類似する場合、他人に市場主体

及びその商品又は役務の出所を誤認させ（誤認させる可能性も含む）、不正競争

行為を構成すれば、法により、差し止めなければならない。 

第 5 条  

前条でいう「混同」とは、下記の内容が含まれる 

①他人の企業名称中の屋号と同一又は類似の文字を商標に登録し、関連公衆

に、企業名称の所有者及び登録商標の商標権者を誤認させ、又は誤解させる場合。 

② 他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業名称中の屋号として登記し、

関連公衆に、登録商標権者及び企業名称の所有者を誤認させ、又は誤解させる場

合。 

 

③  不正競争又は商標権侵害を理由に、裁判所に民事訴訟を提起する。 

法律根拠 

 「中華人民共和国商標法実施条例」第 53 条（上記内容参照） 

 「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最高裁の

解釈」第 1 条 
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説明 

以下の行為は商標法第52条第5項に規定された他人の登録商標専用権を侵害す

る行為に属する。 

① 他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業名称とし、同一又は類似す

る商品に際立って使用し、関係公衆に誤認を生じさせる可能性があるもの 。 

② 他人の著名商標又はその主要な部分を複製、模倣、翻訳し、同一でない又

は類似でない商品に商標として使用し、公衆を誤認させ、当該著名商標登録人の

利益に損害を与える可能性があるもの。 

③ 他人の登録商標と同一又は類似する文字をドメイン名として登録し、そし

て当該ドメイン名を通じて関係商品の電子商取引を行い、関係公衆に誤認を生じ

させる可能性があるもの。 

 「登録商標、企業名称と先行権利との抵触に係る民事紛争事件の審理におけ

る若干の問題に関する最高裁判所の規定」第 4 条 

訴えられた企業名称が登録商標の専用権への侵害、又は不正競争になった場

合、裁判所は原告の請求及び事件の具体的な事情に基づき、被告に使用停止、使

用の規範化などの民事責任を命じることが出来る。 

 「（2004）民三他字第１０号書簡の伝達に関する最高裁判所民事審判第三庭

の通達」第 2 条 

信義誠実の原則に違反し、他人の登録商標の中における同一な文字又は類似の

企業商号を使用することによって、十分に関連している公衆に商品又は役務の出

所に対して混同を生じさせる場合、当事者の訴訟請求に基づき、民法通則の関連

規定及び不正競争防止法の第 2 条の第 1、2 項の規定により、不正競争の行為を

構成するか否かについて審査し、行為者の民事責任を追及することができる。 

 

合法的に登録された企業名称が他人の先行商標権を侵害した事件につ

いて、相手側に警告状を発送して企業名称を変更するよう交渉する救済手

段は、コストを低く抑えられます。但し、相手側が合法的ルートによって企業名称を取

得していると抗弁するので、その成功率はあまり高くありません。 

また、先行商標権者は、登記主管機関へ、企業名称の変更、又は、抹消（著名商標の

場合可能）を請求することができますが、登記主管機関は積極的に対応してくれず、そ
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以下の行為は商標法第52条第5項に規定された他人の登録商標専用権を侵害す

る行為に属する。 

① 他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業名称とし、同一又は類似す

る商品に際立って使用し、関係公衆に誤認を生じさせる可能性があるもの 。 
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③ 他人の登録商標と同一又は類似する文字をドメイン名として登録し、そし
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企業商号を使用することによって、十分に関連している公衆に商品又は役務の出

所に対して混同を生じさせる場合、当事者の訴訟請求に基づき、民法通則の関連

規定及び不正競争防止法の第 2 条の第 1、2 項の規定により、不正競争の行為を

構成するか否かについて審査し、行為者の民事責任を追及することができる。 

 

合法的に登録された企業名称が他人の先行商標権を侵害した事件につ

いて、相手側に警告状を発送して企業名称を変更するよう交渉する救済手

段は、コストを低く抑えられます。但し、相手側が合法的ルートによって企業名称を取

得していると抗弁するので、その成功率はあまり高くありません。 

また、先行商標権者は、登記主管機関へ、企業名称の変更、又は、抹消（著名商標の

場合可能）を請求することができますが、登記主管機関は積極的に対応してくれず、そ
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の実効性も高くないのが実状です。 

実務において、裁判所へ訴訟を提起することにより、紛争を解決するケースが多くな

っています。その場合、裁判所は、侵害又は不正競争を構成するかどうかを認定します

が、通常、下記の 3 つの情況において、商標権侵害又は不正競争になると認定します。

また、企業名称の使用が、商標権侵害又は不正競争であると裁判所に認められる場合、

裁判所は原告の請求及び事件の具体的な事情に基づいて、被告に使用停止、使用の規範

化などの民事責任を命じることはできますが、企業名称の変更又は取消を命じることは

できません。 

 

他人の著名商標を企業名称で使用する場合 

著名商標と同一又は類似する文字を商号として利用し、消費者に誤認を生じさせる場

合、商標権侵害を構成する。中国において、著名商標として認定するためには、係る商

標の周知度に対する要求が非常に高い。一旦、著名商標として認定されれば、商標上、

類別を超える保護を受けられるだけではなく、相手側の企業名称であるとの対抗に対し

ても、広範囲の保護を受けることができる。 

他人の商標を字号として、同一又は類似商品で際立って使用し、 

関係公衆の誤認を招きやすい場合 

他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業商号として同一又は類似の商品において、

際立って使用し、関連公衆を誤認させやすい場合、商標権侵害を構成する。著名商標で

なければ、係る登録商標を企業名称として登録することは、禁止されていない。ただし、

係る登録商標を同一又は類似商品で際立って使用する場合、関係公衆の誤認を招きやす

いので、商標権者に対する侵害と不正競争行為を構成する可能性がある。 

企業名称の使用については、企業名称の通常使用（全般態様での使用）、企業名称又は

商号の突出使用、企業名称の略称の使用（多くは商号部分の使用）に分けることができ

る。そのうち、商号とは、企業名称の特定化標識である。中国では企業名称は識別性の

ある語のほかに地域名と業種と企業の態様で表されるが、そのうち識別性のある語を特

に「字号」と称する。 

上記のとおり，企業名称の全般使用は，原則として商標権侵害，不正競争には該当しな

い。但し、企業名称中の商号と同一の商標が高い知名度を有し、著名商標を構成する場
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説明 

合には、商標権侵害又は不正競争防止法違反となる可能性がある。また、先行商標権が

ある場合、突出使用・略称使用は、通常「際立った使用」と認定され、商標権侵害又は

不正競争防止法違反を構成する可能性が高い。 

信義誠実原則に違反し、他人の登録商標と同一又は類似した字号を使用し、 

関係公衆に商品の出所に対する誤認を招きやすい場合 

前項の情況に該当しない場合、裁判所は当事者の請求及び事件の実情に基づき、不正競

争を構成するか否かを判断する。例えば、無断で他人の商標を使用して、関係公衆に誤

認を生じさせる場合、不正競争を構成する可能性がある。 

その場合、企業名称登記行為が信義誠実原則に違反したかどうかを考慮する必要があ

り、主に、企業名称登録者の悪意の有無を考慮する。 

通常、下記の内容を考慮する。 

① 企業名称登記者は、他人の先行登録商標を知っているかどうか。 

② 企業名称登記者に係争企業名称を登記する正当な理由があるかどうか。 

③ 企業名称登記者には、他人の先行登録商標の知名度を利用する意向があるかどう

か。 

④ 関係公衆に誤認を生じやすいかどうか。 

 

商号と商標の抵触の件において、商号が他人の商標権に対する権利侵

害を構成するか否かについては、司法実務において、下記の争点を巡って

展開されています。 

① 先行登録の商標権が著名商標であるか否か。 

② 抵触企業名称が先行権利と同一又は類似するか否か。 

③ 商号を際立って使用しているか否か。 

④ 関連公衆に誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否か。 

⑤ 抵触企業名称の登記者の主観的な悪意があるか否か。 

 

 

4． 香港商号について 

近年、不正業者が香港で著名商標又は著名商号等が含まれている企業名称を無断で登
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説明 
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関係公衆に商品の出所に対する誤認を招きやすい場合 

前項の情況に該当しない場合、裁判所は当事者の請求及び事件の実情に基づき、不正競

争を構成するか否かを判断する。例えば、無断で他人の商標を使用して、関係公衆に誤

認を生じさせる場合、不正競争を構成する可能性がある。 

その場合、企業名称登記行為が信義誠実原則に違反したかどうかを考慮する必要があ

り、主に、企業名称登録者の悪意の有無を考慮する。 
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③ 企業名称登記者には、他人の先行登録商標の知名度を利用する意向があるかどう

か。 

④ 関係公衆に誤認を生じやすいかどうか。 

 

商号と商標の抵触の件において、商号が他人の商標権に対する権利侵

害を構成するか否かについては、司法実務において、下記の争点を巡って

展開されています。 

① 先行登録の商標権が著名商標であるか否か。 

② 抵触企業名称が先行権利と同一又は類似するか否か。 

③ 商号を際立って使用しているか否か。 

④ 関連公衆に誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否か。 

⑤ 抵触企業名称の登記者の主観的な悪意があるか否か。 

 

 

4． 香港商号について 

近年、不正業者が香港で著名商標又は著名商号等が含まれている企業名称を無断で登

 
 
 

1 

香港商号の不正登録使用例

 

株式会社と類似する名称を

香港で商号登記する 

日本 株式会社有限公司

法 

中国大陸の○○メーカー

（不正登録者と利害関係ある） 

生
産
許
可 

社と同一又は類似の 

製品を生産 

 

 他によく利用される名称

日本 国際有限公司 
日本 （香港）株式会社

日本 科技（香港）有限公司 
………… 

依頼者：日本 株式会社有限公司

生産者：○○メーカー、日本 株

式会社有限公司の指定生産メーカー 
 

製品 

記し、中国大陸のある企業が当該香港で登記したダミー企業から「生産許可」を得た

として、著名商標又は著名商号の所有者と同一又は類似する製品・役務を提供するケー

スが多発しています。消費者は通常、関連製品・役務は著名商標又は著名商号の所有者

が提供したものであると誤認し、侵害品を購入してしまう例が多発しています。 

 

香港商号紛争の原因 

法律面 香港は、中国大陸とは異なる法体制を有し、企業名称構成の自由度が高いの

で、既存企業と完全に一致する名称でない限り、通常登録される。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標又は商号を登録し、当該商号が大陸のある企業

に「生産許可」する形式で、消費者を誤認させて不当利益を取得する。その

場合、香港で商号を登録した者と大陸の「生産許可」を得た企業の責任者が

同一人物であることも少なくない。 

 

→ある模倣業者が日本の大手会社である「 株式会社」の名義で模倣品の経営をしよ

うとする場合、通常、以下のルートによって、不正経営を行います。
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対応 

 

このような事件について、ひとまず、香港において登録されている商号を

変更/抹消させる必要がありますが、通常、次のような解決ルートがありま

す。 

 

① 相手側に警告状を送付して企業名称を変更するよう要求する。 

メリット： 

 コストが少なくて済む。 

 紛争解決までの時間が短い。 

デメリット： 

 企業名称変更の目的を実現しにくい。 

② 香港の会社登記所にクレームを提出して、係争企業名称を変更/抹消させるよう要

求する。 

変更の条件：相手側の企業名称がその前に登記された現有の企業名称と同一又は

類似する場合、会社登記所の所長は係争企業名称の登録日から起算して 12 ヶ月

以内に、当該会社に企業名称を変更するよう命じることができる。 

抹消の条件：ある会社が営業状態にない場合、会社登記所の所長は当該企業名称

を登記簿から抹消することができる。通常、連続 3 年間年度申告表を提出しなか

った場合、営業状態にないとみなされる。 

メリット： 

 コストが安くて済む。 

 相手側との繁雑な交渉が回避される。 

デメリット： 

 時間がかかる 

 企業名称の変更申請において、その前に登録した企業名称とは類似しないと

の理由で棄却されるケースが少なくない。 

 企業名称の抹消申請において、相手側が連続 3 年間偽りの年度申告表を提出

した場合、証拠を提出して相手側が確かに営業していないことを証明すべき

であるが、その証拠の収集は難しい。 
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対応 

 

このような事件について、ひとまず、香港において登録されている商号を

変更/抹消させる必要がありますが、通常、次のような解決ルートがありま

す。 

 

① 相手側に警告状を送付して企業名称を変更するよう要求する。 

メリット： 

 コストが少なくて済む。 

 紛争解決までの時間が短い。 

デメリット： 

 企業名称変更の目的を実現しにくい。 

② 香港の会社登記所にクレームを提出して、係争企業名称を変更/抹消させるよう要

求する。 

変更の条件：相手側の企業名称がその前に登記された現有の企業名称と同一又は

類似する場合、会社登記所の所長は係争企業名称の登録日から起算して 12 ヶ月

以内に、当該会社に企業名称を変更するよう命じることができる。 

抹消の条件：ある会社が営業状態にない場合、会社登記所の所長は当該企業名称

を登記簿から抹消することができる。通常、連続 3 年間年度申告表を提出しなか

った場合、営業状態にないとみなされる。 

メリット： 

 コストが安くて済む。 

 相手側との繁雑な交渉が回避される。 

デメリット： 

 時間がかかる 

 企業名称の変更申請において、その前に登録した企業名称とは類似しないと

の理由で棄却されるケースが少なくない。 

 企業名称の抹消申請において、相手側が連続 3 年間偽りの年度申告表を提出

した場合、証拠を提出して相手側が確かに営業していないことを証明すべき

であるが、その証拠の収集は難しい。 
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③ 裁判所に商標権侵害又は不正競争等を理由に民事訴訟を提出する。 

訴訟の条件等：香港において係争商号に係る登録商標を有する場合、商標権侵害

を主張することができる。登録商標を有しない場合、自社の商号権に基づき、不

正競争等を主張することができる。その場合、自社商号の高い周知度を証明する

ことができなければならない。そのため、商標権侵害を主張するほうが、不正競

争を主張するより簡便に行える。 

メリット： 

 相手側が抗弁しないケースが多いので、比較的勝訴判決を得やすい。 

デメリット： 

 判決後の、抹消手続きに時間がかかる。 

 商標権侵害を主張する場合、証拠の収集はそれ程難しくないが、香港におい

て、登録商標がなく、商号の高い周知度で相手側の侵害を主張する場合、そ

の周知度に関する証拠の収集は難しい。 

 費用がかさむ。 
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第３節 並行輸入

１、並行輸入に関する概要と処理現状

「並行輸入」（Parallel Imports）とは、通常、輸入業者が関連する知的財産

権者による許諾を得ずに、権利者がその他の国や地域で販売し、又は権利者が

その販売に同意している製品を、知的財産権者又は独占許諾者所在の国若しく

は地域へ輸入することを指しています。 

 

 並行輸入の特徴 

① 輸入された商品は特定の知的財産権と関係がある。 

② 輸入国における当該知財権の権利者と輸出国における当該知財権の権利者は同

じである。 

③ 輸入された商品は、合法的な由来がある。輸出国で、権利者又は被許諾者から合

法的に取得した製品である。つまり、真正品である。 

④ 輸入された商品は安い価格で、輸入国における同一知的財産権商品と競合する。 

⑤ 製品の輸入は、権利者からの許諾を得ていない。 

 

 並行輸入の処理現状 

知財権の種類によって、係わる製品の並行輸入に対する処理も異なっています。 

 

 

２ 専利製品の並行輸入

中国では、専利権の国際消尽原則について明文化することによって、専

利製品の並行輸入が容認されています。 

専利権 専利権侵害とならず、自由に使用・販売されている。 

商標権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 

著作権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 
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説明 

第３節 並行輸入

１、並行輸入に関する概要と処理現状

「並行輸入」（Parallel Imports）とは、通常、輸入業者が関連する知的財産

権者による許諾を得ずに、権利者がその他の国や地域で販売し、又は権利者が

その販売に同意している製品を、知的財産権者又は独占許諾者所在の国若しく

は地域へ輸入することを指しています。 

 

 並行輸入の特徴 

① 輸入された商品は特定の知的財産権と関係がある。 

② 輸入国における当該知財権の権利者と輸出国における当該知財権の権利者は同

じである。 

③ 輸入された商品は、合法的な由来がある。輸出国で、権利者又は被許諾者から合

法的に取得した製品である。つまり、真正品である。 

④ 輸入された商品は安い価格で、輸入国における同一知的財産権商品と競合する。 

⑤ 製品の輸入は、権利者からの許諾を得ていない。 

 

 並行輸入の処理現状 

知財権の種類によって、係わる製品の並行輸入に対する処理も異なっています。 

 

 

２ 専利製品の並行輸入

中国では、専利権の国際消尽原則について明文化することによって、専

利製品の並行輸入が容認されています。 

専利権 専利権侵害とならず、自由に使用・販売されている。 

商標権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 

著作権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 
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2009年10月1日から施行された中国改正専利法の第69条には、「輸入」が加えられま

した。国際消尽論に関する当該規定によって、専利製品の並行輸入は、中国において専

利権侵害とならないことが法律上明確に認められることになりました。 

つまり、専利権者又はその許諾を得た者が海外で専利製品又はその専利方法によって

直接に得た製品を販売した後に、誰でもそれを購入して中国へ輸入することができます。

且つ、輸入者又は第三者がこの輸入した製品を中国で販売・販売の申出・使用すること

は侵害となりません。 

中国では現在、具体的な国情及び産業の発展段階に基づいて、ハイテク分野における

一部の製品、部品、原材料は、依然として輸入に依存しています。また、国民の健康問

題を解決し、健康危機を回避するために、SARS、鳥インフルエンザ（H5N1）などの

ような非常事態が発生した場合、外国から緊急に関連専利薬品を輸入することが必要と

なります。したがって、この法改正による重大な影響の一つとして、並行輸入を許可す

る規定を追加しました。これにより、ある程度ハイテク技術設備が中国に入るように後

押しし、中国にて製造できない又は製造能力が足らない専利薬品を外国から輸入できる

ようにしています。 

 

 

 

旧専利法  

第 63 条  

次の各号の一つに該当するときは、専利権の侵害とみなさない。 

① 専利権者が製造、輸入した製品又は専利権者の許諾を得て製造、

輸入した専利製品又は専利方法により直接得た製品が販売された後

に、その製品の使用、販売の申出、又は販売を行う場合。 

…… 

改正専利法 

第 69 条 

次の各号の一つに該当するときは、専利権の侵害とみなさない。 

① 専利権者またはその許諾を得た機関又は組織又は個人が、専利製

品又は専利方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使

用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。 

……  
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3.商標権に関する並行輸入 

中国では現在、専利法の第 3 回改正により、専利製品の並行輸入は認可

されています。しかし、商標法及び関連法規においては、並行輸入に関す

る規定が一切ありません。商標の並行輸入に対して、以下のように２つの

異なった意見が存在しています。 

 

 

上記のように、商標の並行輸入に関して、明確な法律規定がないので、司法実務にお

いても、明確に並行輸入を禁止したり、支持する判例はありません。 

商標権に関する並行輸入事件について、裁判所は通常、商標権の並行輸入に対して一

商標権侵害と

なる 

理由 

① 知的財産権の地域性に鑑み、知的財産権は一定の地域において、

有効でかつ合法的に存続している。商標権の地域性に鑑み、各国の法

律により生じた商標権は、独立して存在しているもので、一国での権

利消尽は、その他の国でも消尽になるとは限らない。 

② 輸入者が、商標権者の許諾を得ずに、同一の商品を輸入・販売す

ることは、商標権者の宣伝成果を無償で利用したことになり、商標権

者の利益を損害している。そのため、並行輸入を認めれば、商標権者

にとって、不公平となる。しかも、現有の商品市場の秩序を破壊する

可能性もある。商標権者の宣伝成果と現有の市場秩序を守るため、並

行輸入を禁止すべきである。 

商標権侵害と

ならない 

 

理由 

① 知的財産権の権利消尽原則に基づき、知的財産権利製品を一度販

売すれば、その知的財産権が消尽される。輸入・販売された正規品に

対し、商標権者または被許諾者は、権利行使することができない。 

② 並行輸入は、消費者に安い価格で高品質の製品を提供でき、消費

者にとって有利である。中国の経済現状によれば、自由貿易を奨励す

るため、商標の並行輸入に対し、厳しい政策をとることは、適当では

ない。 
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説明 

3.商標権に関する並行輸入 

中国では現在、専利法の第 3 回改正により、専利製品の並行輸入は認可

されています。しかし、商標法及び関連法規においては、並行輸入に関す

る規定が一切ありません。商標の並行輸入に対して、以下のように２つの

異なった意見が存在しています。 

 

 

上記のように、商標の並行輸入に関して、明確な法律規定がないので、司法実務にお

いても、明確に並行輸入を禁止したり、支持する判例はありません。 

商標権に関する並行輸入事件について、裁判所は通常、商標権の並行輸入に対して一

商標権侵害と

なる 

理由 

① 知的財産権の地域性に鑑み、知的財産権は一定の地域において、

有効でかつ合法的に存続している。商標権の地域性に鑑み、各国の法

律により生じた商標権は、独立して存在しているもので、一国での権

利消尽は、その他の国でも消尽になるとは限らない。 

② 輸入者が、商標権者の許諾を得ずに、同一の商品を輸入・販売す

ることは、商標権者の宣伝成果を無償で利用したことになり、商標権

者の利益を損害している。そのため、並行輸入を認めれば、商標権者

にとって、不公平となる。しかも、現有の商品市場の秩序を破壊する

可能性もある。商標権者の宣伝成果と現有の市場秩序を守るため、並

行輸入を禁止すべきである。 

商標権侵害と

ならない 

 

理由 

① 知的財産権の権利消尽原則に基づき、知的財産権利製品を一度販

売すれば、その知的財産権が消尽される。輸入・販売された正規品に

対し、商標権者または被許諾者は、権利行使することができない。 

② 並行輸入は、消費者に安い価格で高品質の製品を提供でき、消費

者にとって有利である。中国の経済現状によれば、自由貿易を奨励す

るため、商標の並行輸入に対し、厳しい政策をとることは、適当では

ない。 
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刀両断に判断することを回避し、事件の実情に応じて、現有の法律条項、法理、立法主

旨に基づき、ケースバイ・ケースで商標権侵害となるかどうか、又は不正競争になるか

どうかを分析しています。商標の信用を損害し、又は消費者を誤認される行為があれば、

商標権侵害又は不正競争になると判断する傾向が高くなっています。下記の実例をご参

照ください。 

 関係判例 

※ 判例 1：合肥利華洗濯剤有限公司が防城港対外貿易公司を訴えた商標権侵害訴訟事

件 

事件番号：不明 

裁判所：広西チワン族自治区防城港市中等裁判所 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

原告合肥利華（Unilever）洗濯剤有限公司（以下、｢利華公司｣という）は、2000 年 5

月 1 日に、オランダユニリーバ（Unilever）との間で｢OMO｣商標使用許諾契約を締結

し、かつ、2000 年 10 月１日に｢補充契約｣を締結した。当該契約に基づき、利華公司が

中国において｢OMO｣商標の独占使用権を取得した。なお、オランダユニリーバは税関

に、該商標権を登録した。2001 年 12 月 31 日に、利華公司は、被告防城港対外貿易公

司（以下、｢外貿公司｣という）がもう一人の被告である梁慶光氏の依頼を受けて、自社

の許諾を得ずに、ベトナムから 1.8 トンの｢OMO｣ブランド洗濯剤を輸入したという情

報を税関から入手した。利華公司の申請に応じて、関係輸入品が東興税関に差し押さえ

られた。その後、利華公司は、裁判所に訴訟を提起した。 

原告は、両被告の行為が原告の｢OMO｣商標の独占許諾使用権を侵害したと主張した。

それに対し、両被告は、輸入した洗濯剤は、ベトナムの合法販売者から購入し、合法的

な手続きを経て、輸入したものであると反論した。 

裁判所は、「両被告は、原告の許諾を得ずに、『OMO』商標を使用した商品を外国か

ら輸入した。しかも、当該輸入品について、商標所有者が生産し、または商標所有者の

許可を得てから生産したものであることを証明できない。したがって、その輸入行為は

『中華人民共和国商標法』に違反し、原告の上記登録商標の独占使用権を共同に侵害し

たこととなる。」と判断した。 
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当該事件において、権利者は商標権侵害の理由で、関係製品の輸

入・販売者を訴えました。裁判所は、被告に関係製品を商標権者か

ら取得し、又は商標権者の許可を得ている者から取得されていることを証明できる証拠

を要求しました。しかし、被告は立証できなかったので、裁判所は、原告の商標権侵害

主張を支持しました。 

当該事件では、裁判所は、商標権の並行輸入に対する原則を回避し、被告の立証不能

を理由として、原告の主張を認めました。しかし、被告が輸入・販売した製品が正規品

であることを証明することができれば、侵害となるかどうかは不明です。 

 

※ 判例 2：北京法華毅霖商貿有限責任公司が北京世紀恒遠科貿有限公司、重慶大都会

広場太平洋百貨有限公司を訴えた不正競争訴訟事件 

事件番号：不明 

一審裁判所：北京市朝陽区基礎裁判所 

二審裁判所：北京市第二中等裁判所 

結審日付：不明 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

フランス An’ge(アンジュ)社は、｢An’ge｣商標専用権を享有している。2000 年 10 月

30 日に、原告北京法華毅霖商貿有限責任公司はフランス｢An’ge｣社と商業許諾契約を締

結した。当該契約に基づき、原告は、北京、重慶等の地域において｢An’ge｣商標の独占

使用許諾権及び販売権を有していた。第一被告北京世紀恒遠科貿有限公司は、第二被告

重慶大都会広場太平洋百貨有限公司で、ブランド専売ブースを作り、香港瑞金公司から

購入し｢An’ge｣ブラント服装を販売した。 

原告は、被告が授権を得ずに、関連製品を販売したことは、原告の独占経営権を侵害

し、信義誠実の原則に違反していると主張した。それに対して、被告は、原告の独占経

営権は、契約以外の第三者に対抗することができず、被告が販売した製品が合法的に授権

を得て、原告の権利を侵害していないので、不正競争にならないと反論した。 

一審裁判所は、「原告がフランス An’ge(アンジュ)社から取得した『An’ge』及びその製
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当該事件において、権利者は商標権侵害の理由で、関係製品の輸

入・販売者を訴えました。裁判所は、被告に関係製品を商標権者か

ら取得し、又は商標権者の許可を得ている者から取得されていることを証明できる証拠

を要求しました。しかし、被告は立証できなかったので、裁判所は、原告の商標権侵害

主張を支持しました。 

当該事件では、裁判所は、商標権の並行輸入に対する原則を回避し、被告の立証不能

を理由として、原告の主張を認めました。しかし、被告が輸入・販売した製品が正規品

であることを証明することができれば、侵害となるかどうかは不明です。 

 

※ 判例 2：北京法華毅霖商貿有限責任公司が北京世紀恒遠科貿有限公司、重慶大都会

広場太平洋百貨有限公司を訴えた不正競争訴訟事件 

事件番号：不明 

一審裁判所：北京市朝陽区基礎裁判所 

二審裁判所：北京市第二中等裁判所 

結審日付：不明 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

フランス An’ge(アンジュ)社は、｢An’ge｣商標専用権を享有している。2000 年 10 月

30 日に、原告北京法華毅霖商貿有限責任公司はフランス｢An’ge｣社と商業許諾契約を締

結した。当該契約に基づき、原告は、北京、重慶等の地域において｢An’ge｣商標の独占

使用許諾権及び販売権を有していた。第一被告北京世紀恒遠科貿有限公司は、第二被告

重慶大都会広場太平洋百貨有限公司で、ブランド専売ブースを作り、香港瑞金公司から

購入し｢An’ge｣ブラント服装を販売した。 

原告は、被告が授権を得ずに、関連製品を販売したことは、原告の独占経営権を侵害

し、信義誠実の原則に違反していると主張した。それに対して、被告は、原告の独占経

営権は、契約以外の第三者に対抗することができず、被告が販売した製品が合法的に授権

を得て、原告の権利を侵害していないので、不正競争にならないと反論した。 

一審裁判所は、「原告がフランス An’ge(アンジュ)社から取得した『An’ge』及びその製
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品の独占販売権は合法的且つ有効的な権利であるが、当該権利は、他の経営者が同一の

市場で『An’ge』服装を合法的に経営する行為を排斥することができない。二被告の行

為は合法的な経営なので、中国の不正競争防止法に違反していない。」と認定し、原告

の訴訟請求を棄却した。 

二審裁判所は、「関連輸入品が確かに権利者によって製造された正規品で、且つ被告

は、正当な通関手続きを行っている。そのうえ、被告は、製品を販売する際に、消費者

に『An’ge』ブラントの出所及び販売者に対する誤解及び混同させることがなかった。

被告の行為が不正競争となるという原告の主張には、事実と法的根拠がない。」と認定

し、一審判決を維持した。 

 

当該事件において権利者は、信義誠実原則に違反し、不正競争を

構成するという理由で、並行輸入業者を訴えました。裁判所は、並

行輸入業者の経営手続きが正当且つ合法であるかどうか、消費者に誤認を生じさせる行

為があるかどうかを審査しました。その結果、並行輸入業者は、正当に取引きし、輸入

手続きも合法的で、消費者に誤認される如何なる行為もないので、信義誠実原則に違反

せず、不正競争とならないと判断しました。 

当該事件において、裁判所は、権利者が不正競争の理由で提訴したので、信義誠実原

則に違反するかどうか、不正競争行為があるかどうかを審査しました。商標権侵害の理

由で提訴すれば、支持されたか否かは分かりません。但し、裁判所は、並行輸入の合法

性を認めたようなので、商標権侵害の理由で提訴しても、支持されない可能性が高いと

考えられます。 

 

※ 判例 3：ミシュラングループが談国強、歐燦を訴えた商標専用権侵害訴訟事件 

裁判文書番号：（2009）長中民三初字第 0073 号 

裁判所：長沙市中等裁判所 

一審結審日付：2009 年 4 月 24 日 

 経緯 

19 世紀末 20 世紀初、ミシュラングループ（以下、「原告」という）が中国で｢タイヤ

＋人図形｣及び｢MICHELIN｣商標をタイヤ及び車輌などの関連製品区分に登録した。
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コメント 

2008 年、原告は談国強と歐燦が自社の登録商標専用権を侵害する製品を経営・販売し

ているのを発見したので、裁判所に提訴した。 

それに対して、被告は、販売しているタイヤは、原告が日本で生産している正規品な

ので、原告の商標権を侵害していないと反論した。 

裁判所は、「当事者双方は、タイヤ関連製品が原告により日本で製造された正規品で

あること、及びタイヤ関連製品が 3C 認証を得ていないことに対し、異議がない。本件

に係るタイヤ製品は、強制 3C 認証が必要の製品である。したがって、3C 認証を得て

いなければ、当該製品が合法的に輸入されたものではなく、且つ中国市場で流通が許可

されていない製品であると考えられる。当該製品は、原告が日本で製造したものである

が、原告の許可と品質認証を得ずに、中国で販売されたことは、違法行為である。しか

も、当該製品は性能及び安全面においてリスクがあるので、商品品質及び商品提供者の

信用を保証する商標の役割を破壊し、原告の登録商標専用権に事実上の損害を与えた。」

と判断した。したがって、両被告の販売行為は、原告の登録商標専用権の侵害行為に当

たり、販売停止と損害賠償の責任を負担しなくてはならないと言い渡した。 

 

当該事件において権利者は、商標権侵害の理由で、輸入品の販売

者を訴えました。関連輸入品は、確かに外国で製造・販売された正

規品ですが、中国の関連製品に関する強制認証を得ていないので、中国における販売が

許可されていません。このような製品の販売は、中国の消費者にとって、リスクがあり、

且つ商標権者の商標信用を損害するおそれがあると判断し、裁判所は、被告の販売行為

が商標権侵害となると言い渡しました。 

この件において、係る製品は特別な製品で、国家安全認証を得なくては、販売できな

い製品でした。輸入品が安全認証を得ることなしに、商標付きで販売されていましたの

で、その使用によって万が一損害がもたらされた場合、消費者は、商標権者の責任を追

及することができます。したがって、このような輸入品の販売は、商標の信用に影響を

与えるので、商標権侵害となると判断されました。しかし、輸入品が特別な認証手続き

が必要ではない製品であり、且つ関係輸入品の販売が商標の信用に影響を与えることを

証明できない場合、同様に商標権侵害となるかどうかは分かりません。 
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コメント 

2008 年、原告は談国強と歐燦が自社の登録商標専用権を侵害する製品を経営・販売し

ているのを発見したので、裁判所に提訴した。 

それに対して、被告は、販売しているタイヤは、原告が日本で生産している正規品な

ので、原告の商標権を侵害していないと反論した。 

裁判所は、「当事者双方は、タイヤ関連製品が原告により日本で製造された正規品で

あること、及びタイヤ関連製品が 3C 認証を得ていないことに対し、異議がない。本件

に係るタイヤ製品は、強制 3C 認証が必要の製品である。したがって、3C 認証を得て

いなければ、当該製品が合法的に輸入されたものではなく、且つ中国市場で流通が許可

されていない製品であると考えられる。当該製品は、原告が日本で製造したものである

が、原告の許可と品質認証を得ずに、中国で販売されたことは、違法行為である。しか

も、当該製品は性能及び安全面においてリスクがあるので、商品品質及び商品提供者の

信用を保証する商標の役割を破壊し、原告の登録商標専用権に事実上の損害を与えた。」

と判断した。したがって、両被告の販売行為は、原告の登録商標専用権の侵害行為に当

たり、販売停止と損害賠償の責任を負担しなくてはならないと言い渡した。 

 

当該事件において権利者は、商標権侵害の理由で、輸入品の販売

者を訴えました。関連輸入品は、確かに外国で製造・販売された正

規品ですが、中国の関連製品に関する強制認証を得ていないので、中国における販売が

許可されていません。このような製品の販売は、中国の消費者にとって、リスクがあり、

且つ商標権者の商標信用を損害するおそれがあると判断し、裁判所は、被告の販売行為

が商標権侵害となると言い渡しました。 

この件において、係る製品は特別な製品で、国家安全認証を得なくては、販売できな

い製品でした。輸入品が安全認証を得ることなしに、商標付きで販売されていましたの

で、その使用によって万が一損害がもたらされた場合、消費者は、商標権者の責任を追

及することができます。したがって、このような輸入品の販売は、商標の信用に影響を

与えるので、商標権侵害となると判断されました。しかし、輸入品が特別な認証手続き

が必要ではない製品であり、且つ関係輸入品の販売が商標の信用に影響を与えることを

証明できない場合、同様に商標権侵害となるかどうかは分かりません。 

 

 
 
 

1 

説明 

※ まとめ 

商標の並行輸入について、前述のように、法律規定が不明確なので、正当な税関手続

きを経て、並行輸入された製品に対して、権利行使することは難しくなっています。実

務上、状況に応じて、処理が異なっています。 

また、理論界では、下記の状況下では、商標並行輸入の例外に該当し、通常、商標権

侵害又は不正競争を構成すると認められます。 

 

① 並行輸入の商品に対する新たな包装、標識、広告方式などにより、不適切な変更

をすることで、商品本来のオリジナル状況が損なわれ、又は商標権者の商標信用に損

害をもたらした場合。 

② 商標権者が、他の国における商標権譲受者又は受諾者との間で関連協議書を締結

することにより、商品の輸出地域を明確に限定し、又は当該商標付き商品の並行輸入

を明確に禁止している場合。 

③ 並行輸入の商品と輸入国の国内同一ブランド商品とを比較し、成分、品質、保証、

味又はアフターサービスにおいて実質的な差異を有するものの、消費者が容易に識別

できる顕著な方式による表示をしていない場合。 

④ 商品に係る通常のアフターサービス及び保証を有していない場合。 

 

 

著作物の並行輸入

中国の著作権法及び関連法規には、並行輸入に関する規定が一切あり

ません。また、実務においても、著作物の並行輸入に関する典型的な訴訟

事件が発生していないので、著作権の並行輸入に関する中国の裁判所の

観点もはっきりしないのが現状です。また、並行輸入に関する学界の研究も、主に、専

利と商標分野に集約されているので、著作物の並行輸入について、学界における権威的

な意見も形成されていません。勿論、著作物の並行輸入についても、下記のとおり、禁

止と許可の２つの異なる意見が存在していますが、ご参考までに紹介します。 
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禁止 著作権は、地域性を有していない。しかも、「著作権法」第 24 条に

よれば、著作物の使用権には、専有使用権と非専有使用権がある。 

上記法律規定によれば、中国において、専有使用権を有する主体は、

関連機関へ著作物の並行輸入を制止するよう求めることができる。そ

れに対して、専有使用権を有していない場合、著作物の並行輸入は許

可されるべきである。 

許可 

 

「著作権法」と「著作権実施条例」には、並行輸入に関する規定がな

い。また、「国際著作権条約実施規定」には、著作物に対して保護を

していない国からの複写品は、その輸入を禁止すると規定している。 

したがって、現有の法律によれば、著作物に対して保護をしていない

国からの複写品は輸入を禁止されているものの、著作物に対して保護

をしている国からの複写品の輸入は禁止されていなく、これらの国か

らの著作物の並行輸入は許可されている。 
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禁止 著作権は、地域性を有していない。しかも、「著作権法」第 24 条に

よれば、著作物の使用権には、専有使用権と非専有使用権がある。 

上記法律規定によれば、中国において、専有使用権を有する主体は、

関連機関へ著作物の並行輸入を制止するよう求めることができる。そ

れに対して、専有使用権を有していない場合、著作物の並行輸入は許

可されるべきである。 

許可 

 

「著作権法」と「著作権実施条例」には、並行輸入に関する規定がな

い。また、「国際著作権条約実施規定」には、著作物に対して保護を

していない国からの複写品は、その輸入を禁止すると規定している。 

したがって、現有の法律によれば、著作物に対して保護をしていない

国からの複写品は輸入を禁止されているものの、著作物に対して保護

をしている国からの複写品の輸入は禁止されていなく、これらの国か

らの著作物の並行輸入は許可されている。 
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資料編 
資料 模倣対策費用目安（料金表）

費用は代理事務所や調査会社によってかなりの開きがありますが、平均的な例を参考

までに以下に掲載します。 

．権利取得の手続きに必要な費用

（1）専利（発明特許、実用新案、意匠）関係  

標 準 料 金 表                 

標準

番号
項目

官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ 発明特許

発明特許出願の提出（印刷料を含む）

出願の国内段階への移行料金（印刷料を含む）

分割出願の提出（公開料を含む）

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

早期公開の請求 —

実体審査の請求

拒絶査定不服審判の請求

発明特許証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求
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単一性の回復

Ⅱ 実用新案

実用新案出願の提出

分割出願の提出

出願の国内段階への移行料金

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

拒絶査定不服審判の請求

実用新案登録証の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－５年目

６年目－８年目

９年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

実用新案登録出願の猶予期間の請求

出願の単一性の回復
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実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場

254

資料編



264 
 

実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場
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合（先出願 件毎に）

新規性喪失の例外規定適用の請求 —

面接手数料 —

中国専利出願の認証謄本の提供

対応期間の延長（補正又は拒絶理由通知）

回目の延長（ ヶ月毎に）

） 回目の延長（ ヶ月毎に）

実施許諾契約の届出 —

専利権譲渡契約の登録

専利出願権譲渡契約の登録

翻訳料（原文 字につき）

英語から中国語へ —

日本語から中国語へ —

ドイツ語、ロシア語、フランス語から中国語へ —

中国語から英語へ —

中国語から日本語へ —

中国語からドイツ語、ロシア語、フランス語へ —

タイプ代

英語（ 頁につき） —

中国語（ 頁につき） —

コピー代（１枚につき） —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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優先権書類提出期限の延長申請 —

補正通知の報告及び応答 —

商標登録証の送付 —

商標登録証の再発行申請

優先権証明書類の発行申請

商標登録証明の発行申請

商標出願の取下げ申請 —

商標登録の取消申請 —

外国語商標の中国語訳名の提案 —

Ⅱ．審判／異議

拒絶／拒絶不服審判請求

全部又は部分的拒絶通知書の報告 —

拒絶査定不服審判請求

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

異議申立／異議審判請求

異議申立

異議裁定の報告 —

異議裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

257

　　　　



268 
 

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—
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証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—
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他人による不使用取消審判で使用証拠の準備及

び提出
—

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁

通知書の報告

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁 —

Ⅲ．更新

更新申請

更新申請の延長請求

Ⅳ．変更／更正

出願人 商標権者名義変更申請

出願人 商標権者住所変更申請

出願人 商標権者名義 住所同時変更申請

代理人変更申請

指定商品の削除申請

その他の出願 登録事項の変更申請

申請 登録事項の更正申請

Ⅴ．使用許諾契約の届出

商標使用許諾契約の届出

商標許諾契約届出の変更 事前終止 —

Ⅵ．譲渡

譲渡申請

Ⅶ．調査とウォッチング

英語 漢字 数字商標の調査（一商標一区分） —
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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直接交渉 証拠収集が含まれない ―― ～

警告状
発送後の相手との交

渉、連絡が含まれない
――

 
 
．知財に関連手続きに必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

企業登録 企業登録手続きの代行 約
件（国内）

件（外資）

ソフトウェア

登記
ソフトウェア登記 件

著作物登記 著作物登記 ～ ～ 件

税関登録 税関登録 ～ 件

ドメイン登録

の英語ドメイン名
年

年

～ 件

国際ドメイン名 年

年

中国語の通用ドメイ

ン名 中国 公司 网络

年

年

国際中国語ドメイン名

中国語 中国語

年

年

通用ウェブサイト（インタ

ーネットキーワード）

年

年

無線ウェブサイト
年

年

ドメイン異議

申立

個

～ 個

～ 件
～ 個

～ 個

～ 個
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．そのほか

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

調査

現地調査 ―― ～ 社

工商登記ファイルの取寄

せ
約 ～ 社

工商登記資料の取寄せ 約 ～ 社

インターネットでの調査 ―― ～ 社

電話調査 ―― ～ 社

証拠収集と公

証

原本とコピー件が一致で

ある公証
～ 件 ～ 件

図書館から資料の取寄せ ～（ページ数に

基づく）
回

図書館から資料の調査・

取寄せ

～（ページ数に

基づく）

～

（普通）

～

（複雑、資料が膨大

である場合）

インターネット資料に関

する公証
件 ～ 件

公証付き購入 ～ 件

～

（店舗購入）

～

（工場購入）

～

（インターネット

購入）

ほかの現場公証 ～ 件 ～ 日
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．そのほか

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

調査

現地調査 ―― ～ 社

工商登記ファイルの取寄

せ
約 ～ 社

工商登記資料の取寄せ 約 ～ 社

インターネットでの調査 ―― ～ 社

電話調査 ―― ～ 社

証拠収集と公

証

原本とコピー件が一致で

ある公証
～ 件 ～ 件

図書館から資料の取寄せ ～（ページ数に

基づく）
回

図書館から資料の調査・

取寄せ

～（ページ数に

基づく）

～

（普通）

～

（複雑、資料が膨大

である場合）

インターネット資料に関

する公証
件 ～ 件

公証付き購入 ～ 件

～

（店舗購入）

～

（工場購入）

～

（インターネット

購入）

ほかの現場公証 ～ 件 ～ 日

 
  

 
 
 

1 

資料 中国知財関連法一覧

法令 制定機関 制定・執行年

〔専利権（発明・実用新案・意匠）関連〕

専利法 全国人民代表大会
年制定・

年第三回改正

専利代理条例 国務院 年制定

専利侵害訴訟で当事者の全てが専利権

を享有する場合の取扱問題に関する回

答

最高人民法院 年制定

専利法実施細則 国務院
年制定・

年改正

訴訟前の専利権侵害行為差止の法律適

用問題に関する若干規定
最高人民法院 年制定

専利紛争案件審理の法律適用問題に関

する若干規定
最高人民法院 年制定

「専利権侵害判定の若干問題の意見」

を執行することに関する通知
北京高級人民法院 年制定

国家知識産権局行政復議規定 国家知識産権局 年制定

専利実施強制許諾弁法 国家知識産権局
年制定・

年改正

専利代理管理弁法 国家知識産権局
年施行・

年改正

専利権紛争案件の審理の若干問題に関

する規定（会議討論稿）
最高人民法院 年制定

国防専利条例 国務院 年制定

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

最高人民法院 年制定
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専利審査指南 国家知識産権局 年制定

専利行政執法弁法 国家知識産権局 年制定

専利権質権設定登録弁法 国家知識産権局 年制定

専利実施許諾契約届出管理弁法 国家知識産権局 年制定

専利行政法執行業務の強化に関する決

定
国家知識産権局 年制定

発明専利出願優先審査管理弁法 国家知識産権局 年制定

専利の強制実施許諾弁法 国家知識産権局 年制定

専利標識の表示弁法 国家知識産権局 年制定

〔植物新品種権関連〕

植物新品種保護条例 国務院 年制定

植物新品種保護条例実施細則（農業部

分）
農業部

年制定・

年改正

植物新品種保護条例実施細則（林業部

分）
国家林業局 年制定

植物新品種紛争案件の若干の問題に関

する解釈
最高人民法院 年制定

植物新品種紛争案件の審判作業の展開

の通知
最高人民法院 年制定

農業植物新品種権侵害案件処理規定 農業部 年制定

植物新品種権侵害の紛争案件の法律の

具体的適用問題に関する若干規定
最高人民法院 年制定

〔商標権関連〕

商標法 全国人民代表大会
年制定 年

改正

商標評審規則 国家工商行政管理総局
年制定

年改正

特殊標識管理条例 国務院 年制定

商標代理管理弁法 国家工商行政管理総局 年制定・
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専利審査指南 国家知識産権局 年制定

専利行政執法弁法 国家知識産権局 年制定

専利権質権設定登録弁法 国家知識産権局 年制定

専利実施許諾契約届出管理弁法 国家知識産権局 年制定

専利行政法執行業務の強化に関する決

定
国家知識産権局 年制定

発明専利出願優先審査管理弁法 国家知識産権局 年制定

専利の強制実施許諾弁法 国家知識産権局 年制定

専利標識の表示弁法 国家知識産権局 年制定

〔植物新品種権関連〕

植物新品種保護条例 国務院 年制定

植物新品種保護条例実施細則（農業部

分）
農業部

年制定・

年改正

植物新品種保護条例実施細則（林業部

分）
国家林業局 年制定

植物新品種紛争案件の若干の問題に関

する解釈
最高人民法院 年制定

植物新品種紛争案件の審判作業の展開

の通知
最高人民法院 年制定

農業植物新品種権侵害案件処理規定 農業部 年制定

植物新品種権侵害の紛争案件の法律の

具体的適用問題に関する若干規定
最高人民法院 年制定

〔商標権関連〕

商標法 全国人民代表大会
年制定 年

改正

商標評審規則 国家工商行政管理総局
年制定

年改正

特殊標識管理条例 国務院 年制定

商標代理管理弁法 国家工商行政管理総局 年制定・
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年改正

登録商標権の財産保全に関する解釈 最高人民法院 年制定

登録商標専用権侵害行為及び証拠保全

の提訴前停止の法律適用問題に関する

解釈

最高人民法院 年制定

商標法実施条例 国務院 年制定

商標民事紛争案件審理の法律適用の若

干問題に関する解釈
最高人民法院 年制定

商標案件の審理の管轄及び法律適用範

囲の問題に関する解釈
最高人民法院 年制定

オリンピック標識保護条例 国務院 年制定

団体商標、証明商標の登録及び管理弁

法
国家工商行政管理総局 年制定

マドリッド商標国際登録実施弁法 国家工商行政管理総局 年制定

馳名商標の認定と保護規定 国家工商行政管理総局 年制定

商標専用権侵害の違法犯罪取締作業の

関係協力の強化に関する暫定規定

国家工商行政管理総局、

公安部
年制定

登録商標、企業名称と先行権利が衝突

する民事争議案件の審理に関する若干

問題の規定

最高人民法院 年制定

馳名商標保護に及ぶ民事紛争事件の応

用法律若干問題の解釈
最高人民法院 年制定

馳名商標認定事業細則 国家工商行政管理総局 年制定

登録商標専用権質権登記手続規定 国家工商行政管理総局 年制定

馳名商標保護に関連する民事紛争案件

審査の法律適用の若干問題に関する解

釈

最高人民法院 年制定

商標の権利付与・権利確定に係わる行

政案件の審理における若干問題に関す
最高人民法院 年制定
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る最高人民法院の意見

〔著作権関連〕

著作権法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

国際著作権条約の実施に関する規定 国務院 年制定

作品自発登記試行弁法 国家版権局 年制定

出版管理行政処罰実施弁法 ニュース出版総署 年制定

文字作品出版報酬規定 国家版権局 年制定

コンピューターネットワーク著作権紛

争案件の審理の法律適用の若干問題に

関する解釈

最高人民法院
年制定・

年改正

コンピューターソフトウェア保護条例 国務院 年制定

出版管理条例 国務院
年制定・

年改正

映画管理条例 国務院 年制定

音楽映像製品管理条例 国務院 年制定

著作権法実施条例 国務院
年制定・

年改正

インターネット情報サービス管理弁法 国務院 年制定

インターネット出版暫定規定
ニュース出版総署、情報

産業部
年制定

著作権民事紛争事件審理の法律適用の

若干問題に関する最高裁判所の解釈
最高人民法院 年制定

コンピューターソフトウェア著作権登

録弁法
国家版権局 年制定

著作権集団管理条例 国務院 年制定

インターネット著作権行政保護弁法 国家版権局、情報産業部 年制定

著作権行政管理部門侵害の賠償責任の

確定に関する指導意見の通知
北京市高級人民法院 年制定
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る最高人民法院の意見

〔著作権関連〕

著作権法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

国際著作権条約の実施に関する規定 国務院 年制定

作品自発登記試行弁法 国家版権局 年制定

出版管理行政処罰実施弁法 ニュース出版総署 年制定

文字作品出版報酬規定 国家版権局 年制定

コンピューターネットワーク著作権紛

争案件の審理の法律適用の若干問題に

関する解釈

最高人民法院
年制定・

年改正

コンピューターソフトウェア保護条例 国務院 年制定

出版管理条例 国務院
年制定・

年改正

映画管理条例 国務院 年制定

音楽映像製品管理条例 国務院 年制定

著作権法実施条例 国務院
年制定・

年改正

インターネット情報サービス管理弁法 国務院 年制定

インターネット出版暫定規定
ニュース出版総署、情報

産業部
年制定

著作権民事紛争事件審理の法律適用の

若干問題に関する最高裁判所の解釈
最高人民法院 年制定

コンピューターソフトウェア著作権登

録弁法
国家版権局 年制定

著作権集団管理条例 国務院 年制定

インターネット著作権行政保護弁法 国家版権局、情報産業部 年制定

著作権行政管理部門侵害の賠償責任の

確定に関する指導意見の通知
北京市高級人民法院 年制定
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情報ネットワーク伝達権保護条例 国務院 年制定

著作権行政処罰実施弁法 国家版権局 年制定

著作権質権登記弁法 国家版権局 年制定

〔集積回路配置設計権関連〕

集積回路配置設計保護条例 国務院 年施行

集積回路配置設計保護条例実施細則 国家知識産権局 年制定

集積回路配置設計行政執行法弁法 国家知識産権局 年制定

集積回路配置設計案件の審理作業の展

開に関する通知
最高人民法院 年制定

〔不正競争関連〕

不正競争防止法（反不正当競争法） 全国人民代表大会 年制定

消費者権益保護法 全国人民代表大会 年制定

製品品質法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

広告法 全国人民代表大会 年制定

商業秘密侵害行為の禁止に関する若干

規定
国家工商行政管理総局

年制定・

年改正

知名商品特有の名称、包装、装飾の模

倣の不正競争行為の禁止に関する若干

規定

国家工商行政管理総局 年制定

不正競争民事紛争防止事件の審理の若

干問題に関する解答（試行）
北京市高級人民法院 年制定

原産地表記管理規程 国家輸出入検索検疫局 年制定

輸出入貨物原産地条例 国務院 年制定

地理標識製品保護規定 国家品質技術監督局 年制定

不正競争民事案件の審理の法律適用の

若干問題に関する解釈
最高人民法院 年施行

中華人民共和国独占禁止法 全国人民代表大会 年制定

267

　　　　



278 
 

「傍名牌」の不正競争行為を打撃する

特別法執行行動の展開に関する通達
工商行政管理機関 年制定

インターネット商品取引及び関連サー

ビス行為に関する管理暫定弁法
工商行政管理機関 年制定

独占協議行為の禁止についての規定 工商行政管理機関 年制定

市場の支配的地位の濫用行為の禁止に

ついての規定
工商行政管理機関 年制定

〔ドメインネ―ム関連〕

コンピュータネットワークドメインネ

ーム民事紛争案件の審理の法律適用の

若干問題に関する解釈

最高人民法院 年制定

インターネットドメインネーム管理弁

法
情報産業部 年制定

中国インターネット情報センタードメ

インネーム紛争解決弁法

中国インターネット情

報センター
年制定

〔科学技術契約関連〕

科学技術進歩法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

契約法 全国人民代表大会 年制定

高等学校知的財産権保護管理規定 教育部 年制定

国家科学技術奨励条例 国務院
年制定・

年改正

技術契約認定登録管理弁法
科学技術部・財政部・国

家税務総局
年制定

衛生知的財産権保護管理規定 衛生部 年制定

全国法院知的財産権審判作業会議の技

術契約紛争案件の審理の若干問題に関

する要約

最高人民法院 年制定

技術契約認定規則 科学技術部 年制定

国家科学研究計画プロジェクト研究成

果の知的財産権管理の若干問題の規定
科学技術部・財政部 年制定
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「傍名牌」の不正競争行為を打撃する

特別法執行行動の展開に関する通達
工商行政管理機関 年制定

インターネット商品取引及び関連サー

ビス行為に関する管理暫定弁法
工商行政管理機関 年制定

独占協議行為の禁止についての規定 工商行政管理機関 年制定

市場の支配的地位の濫用行為の禁止に

ついての規定
工商行政管理機関 年制定

〔ドメインネ―ム関連〕

コンピュータネットワークドメインネ

ーム民事紛争案件の審理の法律適用の

若干問題に関する解釈

最高人民法院 年制定

インターネットドメインネーム管理弁

法
情報産業部 年制定

中国インターネット情報センタードメ

インネーム紛争解決弁法

中国インターネット情

報センター
年制定

〔科学技術契約関連〕

科学技術進歩法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

契約法 全国人民代表大会 年制定

高等学校知的財産権保護管理規定 教育部 年制定

国家科学技術奨励条例 国務院
年制定・

年改正

技術契約認定登録管理弁法
科学技術部・財政部・国

家税務総局
年制定

衛生知的財産権保護管理規定 衛生部 年制定

全国法院知的財産権審判作業会議の技

術契約紛争案件の審理の若干問題に関

する要約

最高人民法院 年制定

技術契約認定規則 科学技術部 年制定

国家科学研究計画プロジェクト研究成

果の知的財産権管理の若干問題の規定
科学技術部・財政部 年制定
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に関する通知

科学技術普及法 全国人民代表大会 年制定

中小企業促進法 全国人民代表大会 年制定

技術契約紛争事件審理の法律適用にお

ける若干問題に関する解釈
最高人民法院 年制定

〔技術輸出入関連〕

対外貿易法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

技術輸出入管理条例 国務院 年制定

輸出入貨物原産地条例 国務院 年制定

輸出入商品検査法実施条例 国務院 年制定

技術輸出入契約登録管理弁法 対外経済貿易合作部 年制定

輸出禁止輸出制限技術管理弁法
対外経済貿易合作部・科

学技術部
年制定

〔企業名称関連〕

企業名称登記管理規定 国家工商行政管理総局 年制定

会社登記管理条例 国務院
年制定・

年改正

企業名称登記管理実施弁法 国家工商行政管理総局
年制定・

年改正

企業登記手続き規定 国家工商行政管理総局 年制定

商標と企業名称における若干の問題解

決に関する意見
国家工商行政管理総局 年制定

〔税関保護〕

中国対外貿易法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

知的財産権税関保護条例 国務院
年制定・

年改正

税関行政処罰実施条例 国務院 年制定

知的財産権の法律執行の協力の強化に

関する暫定規定
公安部・税関総署 年制定
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権利侵害貨物の法による没収·競売に

関する公告についての解説
税関総署 年制定

中華人民共和国税関行政再審弁法 税関総署 年制定

税関行政処罰案件処理手順規定 税関総署 年制定

税関企業分類管理弁法 税関総署 年制定

税関輸出入貨物集中申告管理規定 税関総署 年制定

知的財産権税関保護条例に関する実施

弁法
税関総署 年制定

〔行政法〕

行政処罰法 全国人民代表大会 年制定

行政法執行機関の犯罪建議案件移送の

規定
国務院 年制定

〔知的財産権一般〕

国家知的財産戦略の徹底実施における

若干問題に関する意見
最高人民法院 年制定

専利、商標等の権利付与、権利確定を

めぐる知的財産行政案件の審理業務分

担に関する規定

最高人民法院 年制定

末端人民法院の第一審知的財産権民事

案件管轄標準の発行に関する通知
最高人民法院 年制定

地方各級人民法院の第一審知的財産権

民事案件管轄標準の調整に関する通知
最高人民法院 年制定

「知的財産権裁判の機能を十分に発揮

させ、社会主義文化の大きな発展・繁

栄を推進し経済の自主的協調的発展を

促進する上での若干の問題に関する意

見」配布の通達

最高人民法院 年制定

〔一般民商法〕

相続法 全国人民代表大会 年制定
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権利侵害貨物の法による没収·競売に

関する公告についての解説
税関総署 年制定

中華人民共和国税関行政再審弁法 税関総署 年制定

税関行政処罰案件処理手順規定 税関総署 年制定

税関企業分類管理弁法 税関総署 年制定

税関輸出入貨物集中申告管理規定 税関総署 年制定

知的財産権税関保護条例に関する実施

弁法
税関総署 年制定

〔行政法〕

行政処罰法 全国人民代表大会 年制定

行政法執行機関の犯罪建議案件移送の

規定
国務院 年制定

〔知的財産権一般〕

国家知的財産戦略の徹底実施における

若干問題に関する意見
最高人民法院 年制定

専利、商標等の権利付与、権利確定を

めぐる知的財産行政案件の審理業務分

担に関する規定

最高人民法院 年制定

末端人民法院の第一審知的財産権民事

案件管轄標準の発行に関する通知
最高人民法院 年制定

地方各級人民法院の第一審知的財産権

民事案件管轄標準の調整に関する通知
最高人民法院 年制定

「知的財産権裁判の機能を十分に発揮

させ、社会主義文化の大きな発展・繁

栄を推進し経済の自主的協調的発展を

促進する上での若干の問題に関する意

見」配布の通達

最高人民法院 年制定

〔一般民商法〕

相続法 全国人民代表大会 年制定
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民法通則 全国人民代表大会 年制定

民法通則の執行貫徹の関する若干問題

に関する意見（試行）
最高人民法院 年制定

担保法 全国人民代表大会 年制定

契約法 全国人民代表大会 年制定

契約法の適用の若干問題に関する解釈

（一）
最高人民法院 年制定

担保法の適用の若干問題に関する解釈 最高人民法院 年制定

物権法 全国人民代表大会 年制定

権利侵害責任法 全国人民代表大会 年制定

〔訴訟法〕

刑事訴訟法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

行政訴訟法 全国人民代表大会 年制定

民事訴訟法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

仲裁法 全国人民代表大会 年制定

行政復議法 全国人民代表大会 年制定

仲裁法の適用の若干の問題に関する解

釈
最高人民法院 年制定

〔刑事法〕

刑法 全国人民代表大会
年制定・

年改正

違法出版物刑事案件審理の具体的法律

適用の若干問題に関する解釈
最高人民法院 年制定

知的財産権刑事案件の法律の具体的適

用の若干問題に関する解釈

最高人民法院・最高人民

検察院
年制定

知的財産権侵害の刑事案件の法律適用

の具体的適用の若干問題に関する解釈

（ ）

最高人民法院・最高人民

検察院
年制定
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公安機関の管轄する刑事案件の立件訴

追基準に関する規定
最高人民検察院・公安部 年制定

模倣薬品及び不良薬品の生産、販売に

関わる刑事案件における法律の具体的

な適用についての若干問題の解釈

最高人民法院・最高人民

検察院
年制定

公安機関の管轄する刑事案件の立件訴

追基準に関する規定（ ）
最高人民検察院・公安部 年制定

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

最高人民法院・最高人民

検察院・公安部・司法部
年制定

〔その他〕 

労働契約法 全国人民代表大会 年制定

労働紛争調解仲裁法 全国人民代表大会 年制定

独占法 全国人民代表大会 年制定
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公安機関の管轄する刑事案件の立件訴

追基準に関する規定
最高人民検察院・公安部 年制定

模倣薬品及び不良薬品の生産、販売に

関わる刑事案件における法律の具体的

な適用についての若干問題の解釈

最高人民法院・最高人民

検察院
年制定

公安機関の管轄する刑事案件の立件訴

追基準に関する規定（ ）
最高人民検察院・公安部 年制定

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

最高人民法院・最高人民

検察院・公安部・司法部
年制定

〔その他〕 

労働契約法 全国人民代表大会 年制定

労働紛争調解仲裁法 全国人民代表大会 年制定

独占法 全国人民代表大会 年制定
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資料 主要法令集

★ リスト

．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

．最新司法解釈

① 最高人民法院による知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大き

な発展・繁栄を推進し経済の自主的協調的発展を促進する上での若干の問題に関する意

見

② 最高人民法院、最高人民検察院、 公安部、司法部による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

③ 最高人民検察院、公安部による刑事事件の立件監督に関する問題についての規定

（試行）

④ 最高人民検察院、公安部による 公安機関の管轄する刑事案件の 立件訴追基準に関

する規定（抜粋）

⑤ 最高人民法院による商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟の若干問題に関する

意見

最新行政法

① 専利行政法執行弁法

② 知的財産権海関保護条例

．最新部門規定

① 国家知識産権局行政復議規程

② 発明特許出願優先審査管理方法

③ 専利の強制実施許諾弁法

④ 専利標識表記弁法

⑤ 専利実施許諾契約届出弁法

⑥ 著作権質権登録方法
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．主要法律

中華人民共和国専利法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議で採択、 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委

員会第 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 回改正、

年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正） 年 月 日施行

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、革新能力を高めること、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、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技

術方案を指す。意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合

に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第三条 国務院専利行政部門が全国の専利事務を管理し、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事務管理部門が当該行政区域内における専利管理事

務を行う。

第四条 専利を出願す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したり、公共利益を妨害したり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獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依

存して完成したりした発明創造に対しては、専利権を付与しない。

第六条 当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・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の権利は当該部門に帰
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．主要法律

中華人民共和国専利法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議で採択、 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委

員会第 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 回改正、

年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正） 年 月 日施行

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、革新能力を高めること、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、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技

術方案を指す。意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合

に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第三条 国務院専利行政部門が全国の専利事務を管理し、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事務管理部門が当該行政区域内における専利管理事

務を行う。

第四条 専利を出願す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したり、公共利益を妨害したり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獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依

存して完成したりした発明創造に対しては、専利権を付与しない。

第六条 当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・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の権利は当該部門に帰
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属し、出願が認可された場合は当該部門を専利権者とする。

非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可

された場合は当該発明者又は考案者を専利権者とする。

その部門の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、部門と発明者又は考

案者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、そ

の定めに従う。

第七条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる部門又は

個人もこれを抑圧してはならない。

第八条 二つ以上の部門又は個人が協力して完成した発明創造、一つの部門又は個人が

その他の部門や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途約定がある場合

を除き、専利出願の権利は単独で完成した部門又は個人、あるいは共同で完成した部門

又は個人に帰属し、出願が認可された場合は出願した部門又は個人を専利権者とする。

第九条 同様の発明創造に対しては 件の専利権のみを付与する。但し、同一の出願者

が同日中に同様の発明創造について実用新案を出願し、同時に発明特許を出願した場合、

先に取得した実用新案権が終了する以前において、出願者が当該実用新案権の放棄を宣

言したものは発明特許権を付与することができる。

二人以上の出願者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。

中国の部門又は個人が外国人、外国企業、ある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、手続きを行う。

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

行政部門に登記する。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、いかなる部門又は個人も、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、その専利製品について製造、使用、販売の許諾、販売、

輸入を行ってはならず、その専利方法を使用することできず、当該専利方法により直接

獲得した製品について使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならない。
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意匠権が付与された後、いかなる部門又は個人も、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 いかなる部門又は個人も、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部門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 発明特許出願の公開後、出願者はその発明を実施する部門又は個人に適当な

額の費用を支払うよう要求することができる。

第十四条 国有企業事業者の発明特許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、指定された部門に実施を許諾

することができる。実施部門は国の規定に基づいて専利権者に使用料を支払う。

第十五条 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、あるいは一般許諾方

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、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同

意を得なければならない。

第十六条 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を

与える。発明創造が許諾され、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考案者に合理的な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は専利文書において自分が発明者又は考案者であること

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、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結

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。

第十九条 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
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意匠権が付与された後、いかなる部門又は個人も、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 いかなる部門又は個人も、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部門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 発明特許出願の公開後、出願者はその発明を実施する部門又は個人に適当な

額の費用を支払うよう要求することができる。

第十四条 国有企業事業者の発明特許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、指定された部門に実施を許諾

することができる。実施部門は国の規定に基づいて専利権者に使用料を支払う。

第十五条 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、あるいは一般許諾方

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、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同

意を得なければならない。

第十六条 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を

与える。発明創造が許諾され、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考案者に合理的な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は専利文書において自分が発明者又は考案者であること

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、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結

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。

第十九条 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
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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。

中国の部門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、秘密を保持する義務を負う。専利代理機関

の具体的な管理方法は国務院が規定する。

第二十条 いかなる部門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。

中国の部門又は個人は、中華人民共和国が締結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。出願者が専利の国際出願を行う場合、前款の規定を遵守し

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締結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。

本条第一款の規定に違反して外国で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。

第二十一条 国務院専利行政部門及びその専利再審委員会は、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完全かつ正確に、適時に専利情報を発表し、専利公報を定期的に

発行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の技術に属さないこと、いかなる部門又は個
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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、既存の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、既存の設計に属さないものとする。また、いか

なる部門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こととする。

専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比べて明ら

かな違いがあることとする。

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抵触してはならな

い。

本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。

第二十四条 専利を出願する発明創造について、出願日前 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）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。

（二）規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。

（三）他者が出願者の同意を得ずに、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）原子核変換方法を用いて取得した物質。

（六）平面印刷物の図案、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

能とする設計。
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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、既存の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、既存の設計に属さないものとする。また、いか

なる部門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こととする。

専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比べて明ら

かな違いがあることとする。

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抵触してはならな

い。

本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。

第二十四条 専利を出願する発明創造について、出願日前 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）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。

（二）規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。

（三）他者が出願者の同意を得ずに、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）原子核変換方法を用いて取得した物質。

（六）平面印刷物の図案、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

能とする設計。
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前款第（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、説明書及びその概要、権利要

求書等の文書を提出する。

願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願者の氏名又は名称、住所及びそ

の他の事項を明記する。

説明書では、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する。概要は発明又は実

用新案の技術要点を簡単に説明する。

権利要求書は説明書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説

明する。

遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者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する。原始的由来を説明できない場合、出願者

はその理由を陳述する。

第二十七条 意匠の出願には、専利出願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の

簡単な説明等の書類を提出する。

出願者が提出する図面又は写真は、専利保護を要請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。

第二十九条 出願者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 カ月

以内に、あるいは意匠を外国で初めて出願した日から カ月以内に、中国で再び同様の

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約定又は共に締結した国

際条約に基づき、あるいは相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けること

ができる。

出願者が発明又は実用新案を中国で初めて専利出願した日から カ月以内に、国務院専

利行政部門に同様の主題について専利を出願する場合、優先権を受けることができる。

第三十条 出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ カ月以
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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。書面で声明を出さ

ない、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、優先権を主張して

いないものと見なされる。

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

る。

一つの全体的な発明構想の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。

一件の意匠出願は、一つの意匠に限られる。同一製品における二つ以上の類似意匠、あ

る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 出願者は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時撤回するこ

とができる。

第三十三条 出願者は、その専利出願書類に対して修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修正は、元の説明書及び権利要求書に記載し

た範囲を超えてはならず、意匠に対する専利出願書類の修正は、元の画像又は写真で表

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特許の出願を受領後、予備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 カ月後に公開する。国務院専利行政部

門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第三十五条 発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提

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。出願者に正当な

理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は撤回されたものと

見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許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 発明特許の出願者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。

発明特許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者に対し、指定の
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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。書面で声明を出さ

ない、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、優先権を主張して

いないものと見なされる。

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

る。

一つの全体的な発明構想の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。

一件の意匠出願は、一つの意匠に限られる。同一製品における二つ以上の類似意匠、あ

る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 出願者は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時撤回するこ

とができる。

第三十三条 出願者は、その専利出願書類に対して修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修正は、元の説明書及び権利要求書に記載し

た範囲を超えてはならず、意匠に対する専利出願書類の修正は、元の画像又は写真で表

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特許の出願を受領後、予備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 カ月後に公開する。国務院専利行政部

門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第三十五条 発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提

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。出願者に正当な

理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は撤回されたものと

見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許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 発明特許の出願者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。

発明特許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者に対し、指定の

291 
 

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

は撤回さ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特許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、出願者に通知を行い、指定の期間内に意見を陳述

するか、あるいはその出願を修正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても回

答しない場合、当該出願は撤回されたものと見なされる。

第三十八条 発明特許の出願について、出願者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却下する。

第三十九条 発明特許の出願に対して実体審査を行い、これを却下する理由が存在しな

い場合は国務院専利行政部門が発明特許権を付与する決定を下し、発明特許証書を交付

する。

同時に登記して公告し、発明特許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予備審査を行い、これを却下する理由

が存在しない場合、国務院専利行政部門が実用新案権又は意匠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、実用新案権及び意匠権は公告日

から有効となる。

第四十一条 国務院専利行政部門は専利再審委員会を設置する。専利出願者は国務院専

利行政部門の出願却下の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から カ月以

内に、専利再審委員会に再審を請求することができる。専利再審査委員会は再審後に決

定を下し、かつ専利出願者に通知する。

専利出願者は専利再審査委員会の再審決定に対して不服である場合、通知を受領した日

から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第五章 専利権の存続期間、消滅、無効

第四十二条 発明特許権の期限は 年とし、実用新案権と意匠権の期限は 年とする。

ともに出願日から起算する。

第四十三条 専利権者は専利権を付与された年から年費を納付する。

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。
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（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、いかなる部門又は個

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専利再審委

員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条 専利再審委員会は専利権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、

かつ請求者及び専利権者に通知する。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。

専利再審委員会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

を受領した日から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無

効宣告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する。

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。但し、専利権者の悪意により他者に損失をもたらした場合は、賠償しなけれ

ばならない。

前款の規定に従い、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。

第六章 専利実施の強制許諾

第四十八条 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

具備した部門又は個人の請求により、発明特許又は実用新案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、ある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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（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、いかなる部門又は個

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専利再審委

員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条 専利再審委員会は専利権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、

かつ請求者及び専利権者に通知する。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。

専利再審委員会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

を受領した日から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無

効宣告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する。

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。但し、専利権者の悪意により他者に損失をもたらした場合は、賠償しなけれ

ばならない。

前款の規定に従い、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。

第六章 専利実施の強制許諾

第四十八条 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

具備した部門又は個人の請求により、発明特許又は実用新案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、ある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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第四十九条 国に緊急事態又は非常事態が発生するか、ある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特許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、中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に合致する国また

は地域に輸出することを強制許諾することができる。

第五十一条 専利権を取得した発明又は実用新案が、以前に専利権を取得済みの発明、

ある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、前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。

前款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前の専

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。

第五十二条 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

益の目的と本法第四十八条第（二）項が規定する状況に限る。

第五十三条 本法第四十八条第（二）項と第五十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。

第五十四条 本法第四十八条第（一）項と第五十一条の規定に基づいて強制許諾を申請

する部門または個人は、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、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ため、証拠を

提出しなければならない。

第五十五条 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。

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定める。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する。

第五十六条 強制実施許諾を取得した部門又は個人は、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。

第五十七条 強制実施許諾を取得した部門又は個人は、専利権者に合理的な使用料を支
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払うか、あるいは中華人民共和国が締結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。

第五十八条 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部門及び個人が、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、通知を受領した日から

カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第七章 専利権の保護

第五十九条 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、

説明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。

意匠権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、

図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

第六十条 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訴訟を提起するこ

とができ、また専利事務管理部門に処理を求めることもできる。専利事務管理部門が処

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 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訴訟

を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為

も停止しない場合、専利事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。

処理を行う専利事務管理部門は、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訴訟を提起することができる。

第六十一条 専利権利侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同

様の製品を製造する部門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を証明

する証拠を提出しなければならない。

専利権利侵害を巡る紛争が実用新案又は意匠に関連する場合、人民法院又は専利事務管

理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害を巡る紛争を審議し、処理するた
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払うか、あるいは中華人民共和国が締結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。

第五十八条 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部門及び個人が、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、通知を受領した日から

カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第七章 専利権の保護

第五十九条 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、

説明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。

意匠権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、

図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

第六十条 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訴訟を提起するこ

とができ、また専利事務管理部門に処理を求めることもできる。専利事務管理部門が処

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 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訴訟

を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為

も停止しない場合、専利事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。

処理を行う専利事務管理部門は、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訴訟を提起することができる。

第六十一条 専利権利侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同

様の製品を製造する部門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を証明

する証拠を提出しなければならない。

専利権利侵害を巡る紛争が実用新案又は意匠に関連する場合、人民法院又は専利事務管

理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害を巡る紛争を審議し、処理するた
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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と分析、

評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。

第六十二条 専利侵権紛争において、権利侵害者として告訴された者が、その実施する

技術又は設計が既存技術、あるいは既存設計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ものとする。

第六十三条 専利を偽称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利事務管理部門

が是正を命じ、これを公告するとともに、違法所得を没収し、違法所得の 倍以下の罰

金を併科すことができる。違法所得がない場合は 万元以下の罰金を科すことができる。

犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追及する。

第六十四条 専利事務管理部門は、その取得した証拠に基づいて専利偽称被疑行為を取

り締まる場合、全ての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こ

とができる。当事者の違法被疑行為の場所に対して現場検査を実施し、違法被疑行為と

関連する契約や領収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧・複製することができる。また、

違法被疑行為と関連する製品を検査し、専利製品の偽称製品であることを証明する証拠

があった場合は封鎖するか、又は差し押さえることができる。

専利事務管理部門が法に基づき前項既定の職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、

幇助を提供しなければならない。拒否したり、妨害したりしてはならない。

第六十五条 専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に

応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害

によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が

取得した利益を確定することが困難である場合、当該専利の使用許諾料の倍数に応じて

確定する。

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むも

のとする。

権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、専利使用許諾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、 万元以上 万元以下の賠償を認定することができる。

第六十六条 専利権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに

行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法
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的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行

為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。

要請者は要請時に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は要請を却下

する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。特殊な状況によりこれを延長す

る必要がある場合は 時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行

った場合は即座にこれを執行する。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審

を要請することができる。再審期間中は裁定の執行を停止しない。

要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から 日以内に起訴し

ない場合、人民法院は当該措置を解除する。

要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を

賠償しなければならない。

第六十七条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取

得困難である状況において、専利権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全

を要請できる。

人民法院は保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができる。要請

者が担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。保全措置を講じる裁定を行った

場合は即座にこれを執行する。

要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から 日以内に起訴しない場合、人民法

院はその執行を解除する。

第六十八条 専利権侵害の訴訟時効は 年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行

為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から専利権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料

を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 年とする専

利権者は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る日より起算する。

但し、専利権者が専利付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、専利権付与日より

起算する。

第六十九条 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。
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的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行

為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。

要請者は要請時に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は要請を却下

する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。特殊な状況によりこれを延長す

る必要がある場合は 時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行

った場合は即座にこれを執行する。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審

を要請することができる。再審期間中は裁定の執行を停止しない。

要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から 日以内に起訴し

ない場合、人民法院は当該措置を解除する。

要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を

賠償しなければならない。

第六十七条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取

得困難である状況において、専利権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全

を要請できる。

人民法院は保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができる。要請

者が担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。保全措置を講じる裁定を行った

場合は即座にこれを執行する。

要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から 日以内に起訴しない場合、人民法

院はその執行を解除する。

第六十八条 専利権侵害の訴訟時効は 年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行

為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から専利権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料

を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 年とする専

利権者は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る日より起算する。

但し、専利権者が専利付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、専利権付与日より

起算する。

第六十九条 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。
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（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

諾を取得済みの部門及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売許諾、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、あ

る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）臨時に中国の領土、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

が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、ある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特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械を製造、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械を製造、輸入

する場合。

第七十条 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、販売を許諾したりした場合、

あるいは販売したりした場合、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。

第七十一条 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、所在部門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。

第七十二条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願権及び本法が規定するそ

の他権益を剥奪した場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。

第七十三条 専利事務管理部門は、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。

専利事務管理部門が前款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、法に基づき行政処分を行う。

第七十四条 専利管理事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、私情にとらわれた不正を行い、犯罪を構成する場合、法に基づ
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き刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき行政処分を行う。

第八章 附則

第七十五条 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。

第七十六条 本法は 年 月 日より施行する。

中華人民共和国商標法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議で採択 年

月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会

第 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 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がし、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、商標争議に係わる事項の処理に

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。商標登録権者は商標専用権を享有し、

この法律の保護を受ける。

この法律にいう団体商標とは、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

する標章のことを言う。

この法律でいう証明商標とは、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
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き刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき行政処分を行う。

第八章 附則

第七十五条 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。

第七十六条 本法は 年 月 日より施行する。

中華人民共和国商標法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議で採択 年

月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 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 回改正 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会

第 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 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がし、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、商標争議に係わる事項の処理に

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。商標登録権者は商標専用権を享有し、

この法律の保護を受ける。

この法律にいう団体商標とは、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

する標章のことを言う。

この法律でいう証明商標とは、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
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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、その生産、製造、加工、選定又は販売する

商品について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商品の商標登録を出

願しなければならない。

自然人、法人又はその他の組織が、その提供する役務内容について商標専用権を取得す

る必要がある場合には、商標局に役務商標の登録を出願しなければならない。

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、共同で同商標権を享有、行使することができる。

第六条 国が登録商標を使用すべき旨を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。各クラス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い

かなる視覚的標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、

並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標として登録出願することができる。

第九条 登録出願にかかる商標は、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。

商標権者は「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、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中

央国家機関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、軍旗と同一又は類似したもの。但し当該国政府の承諾

を得ている場合にはこの限りではない。

（三）各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し同組
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織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。

（四）管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と

同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。

（七）誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。

県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但

し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限り

ではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続する

ことができる。

第十一条 以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

（一）その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号。

（二）単なる商品の品質、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）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

た場合には、商標として登録することができる。

第十二条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその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、又はその商品に本質的な価値を備えさせる

ための形状である場合には、これを登録してはならない。

第十三条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人

の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生

じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標

を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益

に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。

第十四条 著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。

（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。
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織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。

（四）管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と

同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。

（七）誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。

県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但

し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限り

ではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続する

ことができる。

第十一条 以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

（一）その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号。

（二）単なる商品の品質、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）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

た場合には、商標として登録することができる。

第十二条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその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、又はその商品に本質的な価値を備えさせる

ための形状である場合には、これを登録してはならない。

第十三条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人

の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生

じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標

を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益

に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。

第十四条 著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。

（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。
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（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の持続期間、程度及び地理的範囲。

（四）当該商標の著名商標としての保護記録。

（五）当該商標の著名であることのその他の要因。

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

表者の商標について登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場

合には、その出願を拒絶しかつその使用を禁止する。

第十六条 地理的表示を含めた商標は、その商品が同表示に示された地域によるもので

はなく公衆を誤認させる場合、その登録とその使用を禁止する。但し、既に善意によっ

て登録したものは存続する。

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

質、信用又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び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を出願する場合、その所属国が中華人

民共和国と締結した取決め、又は相互に加盟する国際条約、或いは相互主義の原則によ

って手続きを行うものとする。

第十八条 外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願し又はその他の商標関連事項

を申請する場合、国が認可した商標代理資格を有する代理組織に委託しなければならな

い。

第二章 商標登録の出願

第十九条 商標登録を出願するときは、定められた商品分類表に基づき商標を使用する

商品類及び商品名を明記しなければならない。

第二十条 商標登録出願人は異なる区分の商品について同一の商標を出願する場合に

は、商品区分表に従い出願をしなければならない。

第二十一条 登録商標を同一区分のその他の商品に使用する必要がある場合には、別に

登録出願しなければならない。

第二十二条 登録商標がその標章を変更する必要がある場合には、新規に登録出願を

しなければならない。

第二十三条 登録商標が登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要が
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ある場合には、変更出願をしなければならない。

第二十四条 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 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場合には、当該国と中国が

締結した取決め又は共同で加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原

則に従って、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場合には、商標登録を出願するときに書面で主張

し、かつ ヶ月以内に最初の出願にかか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く又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合に

は､その優先権を主張しないものとみなす。

第二十五条 その商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初

に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から ヶ月以内である場合には、

同商標出願人は優先権を享受することができる。

前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、商標登録の願書を提出

するときに書面により主張し、かつ３ヶ月以内にその商品が出展された展示会の名称、

出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければな

らない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場

合には、優先権を主張しないもとみなす。

第二十六条 商標登録出願のために申請する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

第二十七条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たすときは、商標局

は初歩審定の決定を行い公告する。

第二十八条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の

同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は

類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第二十九条 人又は 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審

定をし公告する。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審定し公告

し、他方の出願は拒絶する。
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ある場合には、変更出願をしなければならない。

第二十四条 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 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場合には、当該国と中国が

締結した取決め又は共同で加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原

則に従って、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場合には、商標登録を出願するときに書面で主張

し、かつ ヶ月以内に最初の出願にかか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く又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合に

は､その優先権を主張しないものとみなす。

第二十五条 その商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初

に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から ヶ月以内である場合には、

同商標出願人は優先権を享受することができる。

前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、商標登録の願書を提出

するときに書面により主張し、かつ３ヶ月以内にその商品が出展された展示会の名称、

出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければな

らない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場

合には、優先権を主張しないもとみなす。

第二十六条 商標登録出願のために申請する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

第二十七条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たすときは、商標局

は初歩審定の決定を行い公告する。

第二十八条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の

同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は

類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第二十九条 人又は 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審

定をし公告する。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審定し公告

し、他方の出願は拒絶する。
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第三十条 初歩審定された商標について、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異

議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可

し商標登録証を交付し公告する。

第三十一条 商標登録の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登録してはならない。

第三十二条 出願を拒絶し公告しない商標については、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。商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を

受領した日から 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

委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に人

民法院に訴えを提起することができる。

第三十三条 初歩審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、決定を下さなければならない。当事者は不服があるときは、通知を受領し

た日から 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

は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は、商標再審段階での相手方当事者

に対し第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

第三十四条 当事者が法律で定める期限内に商標局の裁定に対して再審を請求しない

か、又は商標評審委員会の裁定に対して人民法院に訴えを提起しない場合、裁定は効力

を発生する。裁定により異議が成立しないと決定された場合は、登録を認め商標登録証

を発行し公告する。異議が成立すると決定されたときは、登録を認めない。

裁定により異議が成立しないと決定され登録を許可した場合、商標登録出願人が取得す

る商標専用権の期間は、初歩審定の広告後 ヶ月が満了した日より起算する。

第三十五条 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。

第三十六条 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな

誤りを発見した場合、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。
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前項でいう誤記の訂正は、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、譲渡及び使用許諾

第三十七条 登録商標の有効期間は 年とし、当該商標の登録日から起算する。

第三十八条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期

間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できない

ときは、 ヵ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了して出願しないとき

は、その登録商標を取消す。

毎回の更新登録の有効期間は 年とする。

更新登録は審査により許可された後、公告される。

第三十九条 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。譲受人は使用するその登録商標の商品の品質を

保証しなければならない。

登録商標の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享

有する。

第四十条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使

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その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。被許諾者はその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。

他人の登録商標を使用することを許諾されているときは、その登録商標の商品に被許諾

者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。

商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。

第五章 登録商標争議の裁定

第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し

ている場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は

その登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標

の取消についての裁定を請求することができる。

登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反し

ている場合、商標の登録日から 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員

会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした
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前項でいう誤記の訂正は、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、譲渡及び使用許諾

第三十七条 登録商標の有効期間は 年とし、当該商標の登録日から起算する。

第三十八条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期

間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できない

ときは、 ヵ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了して出願しないとき

は、その登録商標を取消す。

毎回の更新登録の有効期間は 年とする。

更新登録は審査により許可された後、公告される。

第三十九条 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。譲受人は使用するその登録商標の商品の品質を

保証しなければならない。

登録商標の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享

有する。

第四十条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使

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その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。被許諾者はその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。

他人の登録商標を使用することを許諾されているときは、その登録商標の商品に被許諾

者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。

商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。

第五章 登録商標争議の裁定

第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し

ている場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は

その登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標

の取消についての裁定を請求することができる。

登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反し

ている場合、商標の登録日から 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員

会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした
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者に対して、著名商標の所有者は、 年の期間制限を受けない。

前二項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日

から 年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。

商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁

書を求めなければならない。

第四十二条 異議申立を経て登録許可された商標については、同一の事実及び理由で

再び裁定を請求することはできない。

第四十三条 商標評審委員会は、争いがある登録商標の維持又は取消を裁定した後、

関係する当事者に書面で通知しなければならない。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に対して訴えを提起することができる。人民法院は商標裁定手続きの相手側の

当事者に第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

第六章 商標使用の管理

第四十四条 登録商標の使用において、次の各号行為の一があるときは、商標局は期

間を定めて是正を命じ又はその登録商標を取消す。

（一）登録商標を許可なく変更したとき。

（二）登録商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき

（三）登録商標を許可なしに譲渡したとき。

（四）継続して 年間使用しなかったとき。

第四十五条 登録商標を使用している商品が粗製濫造され、品質を偽り、消費者を欺

瞞しているときは、各クラスの工商行政管理部門は、それぞれの状況に応じて、期間を

定めて是正を命じ、警告又は罰金を科し、又は商標局を通じてその登録商標を取消すこ

とができる。

第四十六条 登録商標が取消され又は期間満了し更新されていないときは、取消又は

消滅の日から 年以内は、商標局はその商標と同じか又は類似する商標の登録を認めな

い。

第四十七条 この法律第六条の規定に違反しているときは、地方の工商行政管理部門

は期間を定めて登録出願を命じ、かつ罰金を科すことができる。

第四十八条 登録されていない商標を使用し、下記の各号の行為の一つがあるときは、
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地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正させ、かつ警告又は罰金を

科すことができる。

（一）登録商標と偽っているとき。

（二）この法律第十条の規定に違反しているとき。

（三）粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いているとき。

第四十九条 商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服があるときは、通

知を受け取った日から 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

評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。

第五十条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条の規定

に基づき下した罰金の決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日

から 日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。期間内に訴えが提起されな

いか又は決定を履行しないときは、関係する工商行政管理部門は人民法院に強制執行を

請求する。

第七章 登録商標専用権の保護

第五十一条 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。

第五十二条 下記の各号行為の一つがあるときは、登録商標専用権の侵害とする。

（一）商標登録権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又

は類似する商標を使用しているとき。

（二）登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき。

（三）無断で他人の登録商標の標章を偽造、無断で製造された登録商標の標章を販売し

ているとき。

（四）商標登録権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

品を市場に流通させたとき。

（五）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき。

第五十三条 本法第五十二条に定める登録商標専用権を侵害する行為の一つがある場

合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成立しない場合は、商標
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地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正させ、かつ警告又は罰金を

科すことができる。

（一）登録商標と偽っているとき。

（二）この法律第十条の規定に違反しているとき。

（三）粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いているとき。

第四十九条 商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服があるときは、通

知を受け取った日から 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

評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。

第五十条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条の規定

に基づき下した罰金の決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日

から 日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。期間内に訴えが提起されな

いか又は決定を履行しないときは、関係する工商行政管理部門は人民法院に強制執行を

請求する。

第七章 登録商標専用権の保護

第五十一条 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。

第五十二条 下記の各号行為の一つがあるときは、登録商標専用権の侵害とする。

（一）商標登録権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又

は類似する商標を使用しているとき。

（二）登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき。

（三）無断で他人の登録商標の標章を偽造、無断で製造された登録商標の標章を販売し

ているとき。

（四）商標登録権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

品を市場に流通させたとき。

（五）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき。

第五十三条 本法第五十二条に定める登録商標専用権を侵害する行為の一つがある場

合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成立しない場合は、商標
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登録権者又は利害関係人は人民法院に訴えを提起でき、また工商行政管理部門に処理を

請求することができる。工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即時に侵害行

為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用する器具を没収、

廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる。当事者は処理に不服があるときは、処理通

知を受け取った日から 日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に訴え

を提起することができる。権利侵害人が期間内に訴訟を提起せず、かつ決定を履行しな

いときは、工商行政管理部門は人民法院に強制執行を請求することができる。処理を担

当する工商行政管理部門は当事者の請求により、商標専用権侵害の賠償金額について調

停することができる。調停が不調の場合、当事者は「中華人民共和国行政訴訟法」によ

り人民法院に訴えを提起することができる。

第五十四条 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律より

調査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機関移送し法によ

り処理する。

第五十五条 県クラス以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報によ

り、他人の登録商標専用権侵害に疑義のある行為に対して取り調べをする際、以下の職

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）他人の登録商標専用権の侵害行為に疑いのある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がある場合、これを封印し、差し押さえること。

工商行政管理部門は前項に基づき職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、拒絶、

妨害してはならない。

第五十六条 商標専用権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得

た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行

為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。

前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失を確定

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より 万元以下の損害賠
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償を命ずる。

登録商標専用権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合

法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責を負

わない。

第五十七条 商標権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

いるか又はまさに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被る恐れがある場合には、訴えを

提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求するこ

とができる。

人民法院は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条

から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第五十八条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の

入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴えを提起する前に人民法院に証拠

の保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受領した後、 時間以内に裁定を下さなければならない。保全措

置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない。

人民法院は請求人に担保の提供を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合

には、その請求を却下する。

請求人が、人民法院が保全措置を採用してから 日以内に提訴しない場合、人民法院は

保全措置を解除しなければならない。

第五十九条 商標登録者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用

し、当該行為が犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事

責任を追求する。

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

登録商標の標章を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外

に、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場合は、

被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。

第六十条 商標の登録、管理及び再審業務に従事する国家公務員は、私情なく公平に
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償を命ずる。

登録商標専用権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合

法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責を負

わない。

第五十七条 商標権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

いるか又はまさに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被る恐れがある場合には、訴えを

提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求するこ

とができる。

人民法院は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条

から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第五十八条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の

入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴えを提起する前に人民法院に証拠

の保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受領した後、 時間以内に裁定を下さなければならない。保全措

置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない。

人民法院は請求人に担保の提供を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合

には、その請求を却下する。

請求人が、人民法院が保全措置を採用してから 日以内に提訴しない場合、人民法院は

保全措置を解除しなければならない。

第五十九条 商標登録者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用

し、当該行為が犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事

責任を追求する。

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

登録商標の標章を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外

に、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場合は、

被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。

第六十条 商標の登録、管理及び再審業務に従事する国家公務員は、私情なく公平に
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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、商標評審委員会及び商標登録・管理、再審業務に従事する国家公務員は、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。

第六十一条 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公務員の、法律及び行政法規の執行に対して、また規則の遵

守についての状況を監督、点検しなければならない。

第六十二条 商標登録､管理及び再審業務に従事する国家公務員は、職務を怠り、職権

を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、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、犯罪を構成する場合は、法により

刑事責任を追及する。なお犯罪を構成しない場合には、法により行政処分を与える。

第八章 附 則

第六十三条 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。

第六十四条 この法律は、 年 月 日より施行する。 年 月 日国務院が

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は、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、継続して有効とする。

中華人民共和国著作権法

（ 年 月 日第７期全国人民代表大会常務委員会第 回会議にて採択 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議における「中華人民共和国著作権法」改

正に関する決定に基づき第一回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大買常務委員会

大 回会議における「中華人民共和国著作権法」改正に関する決定に基づき第二回改正）

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作品の創作と

伝達を奨励し、更に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
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本法を制定する。

第二条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、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、中国の加盟している国際条約の構成国において最初に出版されたとき、若しく

は構成国と非構成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 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創作される文学、美術及び自然科学、

社会科学、産業技術等の著作物が含まれる。

（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）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物。

（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）法律、行政法規に規定されるその他の著作物。

第四条 著作権者が著作権を行使するときは、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。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理

を行う。

第五条 本法は次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。
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本法を制定する。

第二条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、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、中国の加盟している国際条約の構成国において最初に出版されたとき、若しく

は構成国と非構成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 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創作される文学、美術及び自然科学、

社会科学、産業技術等の著作物が含まれる。

（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）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物。

（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）法律、行政法規に規定されるその他の著作物。

第四条 著作権者が著作権を行使するときは、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。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理

を行う。

第五条 本法は次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。

311 
 

（二）時事報道。

（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かかる著作権の保護方法は、国務院が別途規定する。

第七条 国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管する。各省、

自治区、管轄市の人民政府における著作権行政管理部門は本行政区域内の著作権の管理

業務を主管する。

第八条 著作権者及び著作隣接権者は、著作権管理団体に授権して著作権又は著作権隣

接権を行使させることができる。著作権管理団体は授権された後に、自らの名義でもっ

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活動に当事者として関与することができる。

著作権管理団体は非営利組織であり、その設立形式・権利義務・著作権の許諾使用料の

受領、分配及びその監督管理等については国務院が別途規定する。

第二章 著作権

第 節 著作権者及びその権利

第九条 著作権者には、次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公民、法人又はその他の組織。

第十条 著作権には、次に掲げる人格権と財産権が含まれる。

（一）公表権、即ち著作権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。

（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・デュープ等の方法に

よって作品を一部また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、即ち有償で他人が映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用することを許諾する権利、

貸出を主目的としないコンピュータソフトウェアを除く。
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（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）放映権、即ち放映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、

映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権利。

（十一）放送権、即ち無線方式によって著作物を公開放送又は伝達し、又は有線方式に

よる伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝達・放送し、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作品を伝達・放送する権利

（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著作物を提供し、

公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手させるようにする権利。

（十三）撮影製作権、即ち映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、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、即ち著作権をある言語文字から別の言語文字に変換する権利。

（十六）編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、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、前項第五項乃至同第十七項に規定する権利の行使を他人に許諾することが

でき、且つ契約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、本条第一項第五項乃至第十七項に規定する権利の全部又は一部を譲渡でき、

且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

第 節 著作権の帰属

第十一条 著作権は著作者に帰属する。但し本法で別段の規定があればこの限りでない。

著作物を創作した公民を著作者とする。

法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、且つ

法人又はその他の組織が責任を負担する著作物については、法人又はその他の組織を著

作者とみなす。

反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とする。

第十二条 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
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（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）放映権、即ち放映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、

映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権利。

（十一）放送権、即ち無線方式によって著作物を公開放送又は伝達し、又は有線方式に

よる伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝達・放送し、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作品を伝達・放送する権利

（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著作物を提供し、

公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手させるようにする権利。

（十三）撮影製作権、即ち映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、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、即ち著作権をある言語文字から別の言語文字に変換する権利。

（十六）編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、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、前項第五項乃至同第十七項に規定する権利の行使を他人に許諾することが

でき、且つ契約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、本条第一項第五項乃至第十七項に規定する権利の全部又は一部を譲渡でき、

且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

第 節 著作権の帰属

第十一条 著作権は著作者に帰属する。但し本法で別段の規定があればこの限りでない。

著作物を創作した公民を著作者とする。

法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、且つ

法人又はその他の組織が責任を負担する著作物については、法人又はその他の組織を著

作者とみなす。

反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とする。

第十二条 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
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権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。但し、著作権を行使するにあ

っては、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第十三条 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。

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に著

作権を享有できる。但し、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。

第十四条 いくつかの著作物、著作物の一部、又は構成されていない作品のデータ又は

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。但し、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。

第十五条 映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物の著

作権は製作者が享有する。但し、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請求権を享有する。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物中の脚本、音楽等

の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有する。

第十六条 公民が法人或いはその他の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であり、本法第二項の規定を除き、その著作権は著作者が享有

する。但し、法人或いはその他の組織はその業務の範囲内で優先的に使用できる権利を

有する。著作物が完成してから 年以内は、事業単位の同意を得ずに、著作者は第三者に

事業単位が使用させ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。

次に掲げる形態のいずれかの職務著作物については、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、法人或いはその他の組織がこれを享有する。法人或い

はその他の組織は著作者に奨励を与えることができる。

（一）主として法人或いはその他の組織が物質上の技術的条件を利用して創作し、かつ

法人或いはその他の組織が責任を負う建築・工事設計図、製品設計図、地図、コンピュ

ータソフトウェア等の職務著作物。

（二）法人又はその他の組織が著作権を享有することを、法律・行政法規が規定し、又
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は契約で定められた職務著作物。

第十七条 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

により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結していない場合は、

著作権は受託者に帰属する。

第十八条 美術等の著作物の原著作物にかかる所有権の移転は、著作権の移転とはみな

されない。但し、美術著作物の原著作物にかかる展示権は、原著作物の所有者が享有す

る。

第十九条 著作権が公民に帰属する場合、当該公民が死亡した後、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相続法の規定に

より移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が変更又は

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その他の組織が享有する。当該権利

義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

第 節 権利の保護期間

第二十条 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。

第二十一条 公民の著作物の公表権、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 年間とし、著作者の死亡の日から起算

して 年を経過した年の 月 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 年を経過した年の 月 日までとする。

法人又はその他の組織の著作物及び著作権（氏名表示権を除く）を法人又はその他の組

織が享有する職務著作物にかかる公表権及び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 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経

過した年の 月 日までとする。但し、著作物が創作完了後の 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。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影され

た著作物にかかる公表権及び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 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経過した年の 月
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は契約で定められた職務著作物。

第十七条 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

により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結していない場合は、

著作権は受託者に帰属する。

第十八条 美術等の著作物の原著作物にかかる所有権の移転は、著作権の移転とはみな

されない。但し、美術著作物の原著作物にかかる展示権は、原著作物の所有者が享有す

る。

第十九条 著作権が公民に帰属する場合、当該公民が死亡した後、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相続法の規定に

より移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が変更又は

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その他の組織が享有する。当該権利

義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

第 節 権利の保護期間

第二十条 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。

第二十一条 公民の著作物の公表権、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 年間とし、著作者の死亡の日から起算

して 年を経過した年の 月 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 年を経過した年の 月 日までとする。

法人又はその他の組織の著作物及び著作権（氏名表示権を除く）を法人又はその他の組

織が享有する職務著作物にかかる公表権及び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 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経

過した年の 月 日までとする。但し、著作物が創作完了後の 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。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影され

た著作物にかかる公表権及び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 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経過した年の 月
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日までとする。但し、著作物が創作完了後の 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 節 権利の制限

第二十二条 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。但し、著作者の氏名及び著作物

の名称を明示しなければならず、かつ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。

（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）時事ニュースを報道するために、新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメデ

ィア媒体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、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、他の新聞・提起刊行

物、放送局・テレビ局等のメディア媒体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、但し著作者が掲載、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

（五）新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、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、但し著作者が掲載、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、但しそれを出版又は

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、当該実演とは公衆から費用を徴収

せず実演者にも報酬を支払わない場合をいう。
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（十）屋外公共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）中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語により創作され

た著作物を、少数民族の言語文字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点字にして出版する場合。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第二十三条 （教科書への著作物の利用） 年制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、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合

を除き、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

又は短編著作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物を編集すること

ができる。但し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名・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、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十四条 他人の著作物を使用するときは、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。

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）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十五条 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。
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（十）屋外公共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）中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語により創作され

た著作物を、少数民族の言語文字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点字にして出版する場合。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第二十三条 （教科書への著作物の利用） 年制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、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合

を除き、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

又は短編著作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物を編集すること

ができる。但し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名・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、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十四条 他人の著作物を使用するときは、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。

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）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十五条 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。
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（一）著作物の名称。

（二）譲渡する権利の種類、地理的範囲。

（三）譲渡価額。

（四）譲渡額の支払日及び方法。

（五）違約責任。

（六）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十六条 著作権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院著作

権行政管理部門に抵当登記手続きを行わなければならない。

第二十七条 使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にして

いない権利については、相手方当事者は著作権者の同意を得ずにこれを行使してはなら

ない。

第二十八条 著作物の使用報酬支払基準は当事者の約定により定めることができ、又国

務院の著作権行政管理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。当事者の約定が不明確な場合、国務院の著作権行政管理部門が関

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。

第二十九条 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

保持権及び報酬請求権を侵害してはならない。

第四章 出版、実演、録音録画、放送

第 節 図書及び新聞・刊行物の出版

第三十条 図書出版者は図書を出版する場合に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。

第三十一条 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

り享有が約定さ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。

第三十二条 著作権者は契約に定める期限に従って著作物を引き渡さねばならない。図

書出版者は契約に定める出版の品質、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定める期限内に出版しない場合、本法第五十三条（契約不履行にか

かる民事責任）の規定に基づき民事責任を負わねばならない。
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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。図書が完売された後、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

第三十三条 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

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 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は、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。但し、当事者双方に別段の定めがある

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。但し、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。

第三十四条 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。

第三十五条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することで生じた著作物を

出版する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原著作物の著

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。

第三十六条 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し、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 年間とし、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 年を経過した年の 月 日までとする。

第 節 実演

第三十七条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者（役者、演出事業単位）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。演出組織者

が演出を組織する場合、当該組織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。

既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用して実演を行う

場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を

308

資料編



318 
 

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。図書が完売された後、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

第三十三条 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

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 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は、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。但し、当事者双方に別段の定めがある

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。但し、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。

第三十四条 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。

第三十五条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することで生じた著作物を

出版する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原著作物の著

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。

第三十六条 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し、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 年間とし、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 年を経過した年の 月 日までとする。

第 節 実演

第三十七条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者（役者、演出事業単位）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。演出組織者

が演出を組織する場合、当該組織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。

既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用して実演を行う

場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を
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得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十八条 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中継することを許諾し、か

つ報酬を取得する権利。

（四）他人が録音録画することを許諾し、かつ報酬を取得する権利。

（五）その実演が収録された録音録画製品を複製、発行することを他人に許諾し、かつ

報酬を取得する権利。

（六）情報ネットワークを通じて他人がその実演を公衆に伝達することを許諾し、かつ

報酬を取得する権利。

許諾を受ける者は、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。

第三十九条 本法第三十八条第一項第一号、第二号に定める権利の保護期間は制限を受

けない。

本法第三十八条第一項第三号乃至第六号に定める権利の保護期間は 年間とし、当該実

演が発生した日から起算して 年が経過した年の 月 日までとする。

第 節 録音録画

第四十条 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。

録音録画製作者が、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用す

る場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾

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。

録音製作者が、録音製品として合法的な既に収録済みの他人の音楽作品を使用して録音

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。

第四十一条 録音録画製作者が録音録画製品を製作するときは、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。
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第四十二条 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、かつ報酬請求権を享有す

る。当該権利の保護期間は 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

年を経過した年の 月 日までとする。

許諾を受ける者は、録音録画製品を複製、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 節 放送局・テレビ局の放送

第四十三条 放送局・テレビ局は公表が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、報酬は支払わなければならない。

第四十四条 放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾

を得ることを要しないが、報酬は支払わなければならない。当事者間に特段の定めがあ

る場合はこの限りでない。これらの具体的な方法は国務院が規定する。

第四十五条 放送局・テレビ局は、許諾を受けていない次の各号に掲げる行為の禁止権

を有する。

（一）その放送するラジオ・テレビ番組を中継放送すること。

（二）その放送するラジオ・テレビ番組を音楽、映像の媒体上に録音録画すること、及

び当該録音映像媒体を複製すること。

前項に定める権利の保護期間は 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 年が経過した年の 月 日までとする。

第四十六条 テレビ局が他人の映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物、録画著作物を放送する場合は、製作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。

第五章 法律責任及び執行措置

第四十七条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

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。
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第四十二条 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、かつ報酬請求権を享有す

る。当該権利の保護期間は 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

年を経過した年の 月 日までとする。

許諾を受ける者は、録音録画製品を複製、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 節 放送局・テレビ局の放送

第四十三条 放送局・テレビ局は公表が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、報酬は支払わなければならない。

第四十四条 放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾

を得ることを要しないが、報酬は支払わなければならない。当事者間に特段の定めがあ

る場合はこの限りでない。これらの具体的な方法は国務院が規定する。

第四十五条 放送局・テレビ局は、許諾を受けていない次の各号に掲げる行為の禁止権

を有する。

（一）その放送するラジオ・テレビ番組を中継放送すること。

（二）その放送するラジオ・テレビ番組を音楽、映像の媒体上に録音録画すること、及

び当該録音映像媒体を複製すること。

前項に定める権利の保護期間は 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 年が経過した年の 月 日までとする。

第四十六条 テレビ局が他人の映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物、録画著作物を放送する場合は、製作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。

第五章 法律責任及び執行措置

第四十七条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

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。
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（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、映画の撮影製作、及び映画の撮影製作に類する

方法により著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により著作物を使用した場

合、但し本法に別途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、報酬を支払わね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）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、コンピュ

ータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、或いは著作隣接権の許諾を得ずに、その

著作物又は録音録画製品を貸与した場合、但し本法に別途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中継した場合、或

いはその実演を収録した場合。

（十一）著作権及び著作隣接権にかかるその他の侵害行為。

第四十八条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

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。同時に公共の利益

を損害したものは、著作権行政管理部門がその権利侵害行為の停止を命じ違法所得を没

収し、権利侵害にかかる複製品を没収、破棄し、かつ罰金に処することができる。情状

が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に主に権利侵害にかかる複製品の制作に

用いられた材料、工具、設備等を没収することもできる。犯罪を構成する場合は、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、放映、放送、編集し、
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情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途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、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

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、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（五）許諾を得ずにラジオ・テレビ番組を放送又は複製した場合。但し本法に別途規定

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、権利者がその著作物や録音録画製品

等に採用している著作権又は著作隣接権を保護するための技術的措置を故意に回避し、

或いは破壊した場合、但し法律・行政法規に別段の定め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、著作物や録音録画製品等の権利を管

理するための電子情報を故意に削除或いは改変した場合、但し法律・行政法規に別段の

定め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。

第四十九条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損

失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、権

利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。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支出を含めるものとする。

権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民

法院が侵害行為の情状により 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。

第五十条 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵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、その合法的権益を補填しがたい損害を被るおそれがある場合は、訴えを提起

する前に人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することがで

きる。
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情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途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、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

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、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（五）許諾を得ずにラジオ・テレビ番組を放送又は複製した場合。但し本法に別途規定

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、権利者がその著作物や録音録画製品

等に採用している著作権又は著作隣接権を保護するための技術的措置を故意に回避し、

或いは破壊した場合、但し法律・行政法規に別段の定め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、著作物や録音録画製品等の権利を管

理するための電子情報を故意に削除或いは改変した場合、但し法律・行政法規に別段の

定め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。

第四十九条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損

失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、権

利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。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支出を含めるものとする。

権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民

法院が侵害行為の情状により 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。

第五十条 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵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、その合法的権益を補填しがたい損害を被るおそれがある場合は、訴えを提起

する前に人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することがで

きる。
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人民法院が前項の請求を処理するにあたっては、「中華人民共和国民事訴訟法」第 条

から第 条及び第 条の規定を適用する。

第五十一条 侵害行為を制止するに際し、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情況において、著作権者又は著作隣接権者は訴えを提起する前に人

民法院に証拠保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受理した後、必ず 時間以内に裁定を下さなければならない。当

該裁定が保全措置を採る場合は、直ちに執行を開始しなければならない。

人民法院は申請人に担保の提供を命じることができる。申請人が担保を提供しないとき

は、当該請求を却下する。

人民法院が保全措置を採った後 日以内に、申請人が訴えを提起しないときは、人民法

院は当該保全措置を解除しなければならない。

第五十二条 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。

第五十三条 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、或いは複製品の発行者又は映画著作物、映画の撮影製作に類

する方法により創作された著作物、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は、法

律責任を負わなければならない。

第五十四条 当事者が契約の義務を履行しない、又は契約義務の履行が約定条件に適合

しない場合は、「中華人民共和国民法通則」「中華人民共和国契約法」等の関係法律の

規定に従い、民事責任を負わなければならない。

第五十五条 著作権紛争は調停を行うことができ、当事者間で締結した書面による仲裁

合意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申し立てることもできる。

当事者が書面による仲裁合意を締結しておらず、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。

第五十六条 当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰に関する決定書を受領し

た日から ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを

提起せず、又は履行しない場合、著作権行政管理部門は人民法院に執行を請求すること
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ができる。

第六章 附則

第五十七条 本法にいう著作権とは、即ち版権のことである。

第五十八条 本法第二条にいう出版とは著作物の複製及び発行を示す。

第五十九条 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。

第六十条 本法に規定される著作権者と出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テ

レビ局の権利で、本法施行日に未だ本法規定の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侵害又は契約違反行為は、侵害時又は違反行為の発生時の関連規

定及び政策によって処理される。

第六十一条 本法は、 年 月 日より施行する。

．最新司法解釈

最高人民法院

知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経

済の自主的協調的発展を促進する上での若干の問題に関する意見

年 月 日

第 期 中全会、中央経済工作会議の精神並びに「十二五」計画綱要での要求事項を踏

み込んで徹底し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進および経済成長方式の転換加

速、経済の自主的協調的発展促進において知的財産権裁判の機能を十分に発揮させるた

めに、関係する問題に対して以下のような意見を提示する。

一、思想を解放し、能動司法を目指し、司法による知的財産権を保障する責任感と使命

感を確実に強化すること

、認識を強化し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進及び経済の自主的協調的発展

の促進への積極性と主動性を確実に強化すること。第 期 中全会で採択された「中共

中央による文化体制改革深化、社会主義文化の大きな発展・繁栄推進の若干の重大問題
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ができる。
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．最新司法解釈
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知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経

済の自主的協調的発展を促進する上での若干の問題に関する意見

年 月 日

第 期 中全会、中央経済工作会議の精神並びに「十二五」計画綱要での要求事項を踏

み込んで徹底し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進および経済成長方式の転換加

速、経済の自主的協調的発展促進において知的財産権裁判の機能を十分に発揮させるた

めに、関係する問題に対して以下のような意見を提示する。

一、思想を解放し、能動司法を目指し、司法による知的財産権を保障する責任感と使命

感を確実に強化すること

、認識を強化し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進及び経済の自主的協調的発展

の促進への積極性と主動性を確実に強化すること。第 期 中全会で採択された「中共

中央による文化体制改革深化、社会主義文化の大きな発展・繁栄推進の若干の重大問題
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に関する決定」は、中国的特色をもつ社会主義文化の発展の道を確定し、社会主義文化

強国建設の戦略的目標を確立し、新情勢下で文化の改革発展を推進する上での指導思想

や目標・任務、重要方針、重要な取り組みを提示している。これは現時点そして今後の

一時期におけるわが国の社会主義文化建設を指導する綱領的な文書である。国民経済と

社会発展「十二五」計画綱要に、これからの五年間わが国の各種事業は科学的発展をテ

ーマに掲げ、経済成長方式の転換加速を主軸にすること、並びに経済構造の戦略的調整

を主な取り組みの方向として堅持し、科学技術の進歩とイノベーションを重要な支柱と

することが明確に示された。中央経済工作会議では、実体経済の発展という堅牢な基盤

をしっかりと捉え、着実かつ勤勉に事業を興し、実業で財産を築くという社会的ムード

の醸成に努めること、改革・イノベーションの加速という大きな原動力をしっかりと掴

み、タイミングを適切にとらえて重点領域及び肝心な段階でのブレークスルーを実現し、

独創的イノベーション能力の向上に力を注ぎ、統合的イノベーション能力及び導入・消

化・吸収・再革新能力を常に強化すること、イノベーションによる始動を堅持し、知的

財産権保護を強化すること、戦略的新興産業を育成・発展させ、重要な技術上のブレー

クスルーの推進及びコア競争力の強化に力を注ぐこと、文化産業の成長を加速し、文化

事業の勢いある発展を推進することが求められた。文化の発展、科学技術の進歩と知識

の刷新は、経済成長方式の転換、経済の自主的協調的発展を推進する根本的な原動力で

ある。知的財産権保護は、文化の発展・繁栄及び経済の自主的協調的発展の促進と密切

に関係している。各級法院及び知的財産権の担当裁判官は、情勢を十分に認識し、大局

的な意識と責任意識を確実に高め、能動司法を堅持し、的確な結合点と注力点を見つけ

出し、司法による知的財産権保護に当たっては、文化の発展及び科学技術進歩の奨励に

更に力を注ぎ、文化イノベーションの推進及び新型文化業態の発展に更に力を注ぎ、知

的財産権文化の発展と繁栄の推進に更に力を注ぐこと、知的財産権の実体経済に対する

促進と牽引リード機能の発揮に更に力を注ぎ、戦略的新興産業の育成・発展及び経済構

造の戦略的調整の推進に更に力を注ぎ、わが国の総合国力と国際競争力の向上に更に力

を注ぎ、社会主義文化の大きな発展・繁栄と経済の自主的協調的発展の推進に当たって

の建設者及び保障者としての役割を十分果たすようにする。

、意識を新たにし、社会主義文化の大きな発展・繁栄と経済の自主的協調的発展に奉仕

する際の的確性と有効性を確実に向上させること。保護強化の意識を強める。保護の強
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化は現時点の司法による知的財産権保護における主な矛盾、基本的な位置づけ及び政策

の方向であることを十分に認識し、国外・国内二つの大局を統合的に捉え、知的財産権

の法律を適切かつ十分に運用し、各種の知的財産権の司法保護を強化し、権利維持のコ

ストを適切に低下させ、制裁力を強める。カテゴリ・区分別の扱い及び適度な寛大さと

厳格さという意識を強め、司法による知的財産権保護において各種知的財産権の性質や

特徴への適応、及び各種知的財産権の異なる機能及び保護上のニーズへの適合に注意を

払い、司法による知的財産権保護でわが国が置かれた国外と国内の発展環境により適応

させ、わが国の経済・社会・文化発展の新たな段階的特徴により一層合致させ、わが国

の文化の発展及び科学技術革新への新たな要求により合致させる。利益均衡の意識を強

め、利益均衡を司法による知的財産権保護の重要な基準点として、知的創造者や商業的

使用者及び公衆の利益を全面的に重視し、創造の奨励、産業発展促進と基本的な文化的

権益保障との関係をよく調整して、各利益関係者がともに利益を受け、バランスよく発

展するようにする。初回裁判の正確性という意識を強め、第一審初回裁判の正確度向上

を高度に重視して、当事者が早期に司法の公正さを受けられるようにして、服判・訴訟

取り下げ率を高め、上訴率を低下させることによって、社会の調和・安定を促進する。

、優位性を発揮し、司法による知的財産権保護の主導性をさらに高めること。司法によ

る知的財産権保護の主導的効果の発揮という国家知的財産権戦略の構想・目標を引き続

き踏み込んで実施し、この戦略的目標を徹底する決意と自覚を強め、徹底実施時の科学

性と的確性を確実に保証すること。中国的特色をもつ社会主義法律体系形成後の新情勢

と新要求に適応し、司法による知的財産権保護を更に重視し、知的財産権関連法律の実

施徹底を確実に保証し、社会主義の法治理念を発揚する。知的財産権関連法律の適用の

安定性と予測可能性を更に重視し、手続の保障及びプロセスの透明性を重視し、先行の

典型判例の手本としての役割を重視し、利益の関係者には安定かつ期待できる予想を最

大限に提供し、統一されない司法基準に伴う混乱を最大限に回避し、良好な法的環境、

投資環境と市場環境を積極的に築く。長期的に効果のある保護体制を更に重視し、一貫

した法執行及び持続的で長期的に効果のある保護体制の構築を重視し、一時の個別ケー

スのために長期にわたる法の執行を変更したり、損なうようなことを避ける。平等な保

護を更に重視し、知的財産権関連法律の全体執行を重視し、地方保護を断固として抑制

する。裁判の統率及び方向付け機能を更に重視し、裁判における社会主義コアバリュー
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化は現時点の司法による知的財産権保護における主な矛盾、基本的な位置づけ及び政策
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させ、わが国の経済・社会・文化発展の新たな段階的特徴により一層合致させ、わが国

の文化の発展及び科学技術革新への新たな要求により合致させる。利益均衡の意識を強
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展するようにする。初回裁判の正確性という意識を強め、第一審初回裁判の正確度向上

を高度に重視して、当事者が早期に司法の公正さを受けられるようにして、服判・訴訟

取り下げ率を高め、上訴率を低下させることによって、社会の調和・安定を促進する。

、優位性を発揮し、司法による知的財産権保護の主導性をさらに高めること。司法によ

る知的財産権保護の主導的効果の発揮という国家知的財産権戦略の構想・目標を引き続
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施徹底を確実に保証し、社会主義の法治理念を発揚する。知的財産権関連法律の適用の

安定性と予測可能性を更に重視し、手続の保障及びプロセスの透明性を重視し、先行の

典型判例の手本としての役割を重視し、利益の関係者には安定かつ期待できる予想を最

大限に提供し、統一されない司法基準に伴う混乱を最大限に回避し、良好な法的環境、

投資環境と市場環境を積極的に築く。長期的に効果のある保護体制を更に重視し、一貫

した法執行及び持続的で長期的に効果のある保護体制の構築を重視し、一時の個別ケー

スのために長期にわたる法の執行を変更したり、損なうようなことを避ける。平等な保

護を更に重視し、知的財産権関連法律の全体執行を重視し、地方保護を断固として抑制

する。裁判の統率及び方向付け機能を更に重視し、裁判における社会主義コアバリュー
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体制の発揚を重視し、法的評価と道徳的評価を有機的に結合させるよう注意を払い、社

会の主流となる価値観をリードし、公衆道徳の維持を司法的保護の重要な価値として追

求し、全社会の知識尊重、イノベーション崇敬、誠実・法令順守という知的財産法治文

化を高める。

二、文化に関わる知的財産権事件の裁判を強化し、文化イノベーション創出及び新型文

化業態の育成を促進し、社会主義文化の大きな発展・繁栄を積極的に推進すること

、文化に関わる知的財産権事件の裁判を高度に重視し、法に照らして文化に関わる知的

財産権の保護を強化すること。わが国には著作権法、無形文化財法、コンピューターソ

フトウェア保護条例、情報インターネット伝達権保護条例等の法令や行政法規を骨子と

した文化法律体系が整えられており、文化に関わる知的財産権事件の裁判は、すでに知

的財産権裁判の重要な一部となっている。中央の公益文化事業の大きな発展、文化産業

の発展加速についての政策・措置を真剣に徹底的に実施し、関係する司法解釈と司法政

策を制定、整備し、文化に関わる裁判業務を高度に重視し、知的財産権裁判の文化構築

に対する規範化・指導・促進・保障の機能を十分に発揮させ、全民族による文化創造の

活力の継続的な発揚を奨励し、国民の社会・文化面の生活を豊かにして、基本的な文化

的権益を保障し、文化産業の飛躍的な発展を推進し、わが国全体の文化的な実力と国際

競争力を向上させる。文化産業に関わる新タイプの知的財産権保護を高度に重視し、文

化産業の国民経済の柱となる産業への発展を積極的に推進する。とりわけ出版発行、映

画・テレビ制作、広告、演芸、エンターテイメント、デザイン等産業分野での著作権保

護を法に基づき強化し、伝統文化産業の発展と拡大を推進する。文化クリエーション、

デジタル出版、携帯端末向けマルチメディア、アニメーション・ゲーム、ソフトウェア、

データベースなどの戦略的新興文化産業における著作権保護を掘り下げて検討し、大幅

に強化し、新型文化業態を育成し、文化産業の発展の新領域を拡大し、国民経済の新た

な成長分野を育て、わが国全体の文化的実力と競争力を高める。電信網、テレビ放送網、

インターネットの「三網融合」など情報技術の発展に伴う新問題に綿密な注意を払い、

著作権益を保護すると同時に、新興産業の発展促進に力を入れ、わが国の情報化レベル

の向上を促進する。

、文化創造者の権益の保護を強め、文化創造の源泉が十分湧き出てくるよう保障するこ

と。作品のオリジナリティとオリジナリティの高さの関係を適切に扱う。作品の著作権
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に保護を与える基本的な基準の統一性を維持しながら、各種作品の特徴及び関連する保

護適用分野の特殊なニーズを把握するよう注意を払い、オリジナリティの高さと釣り合

いが取れた保護の強度とする。著作権法における著作権に関する総括的規定を適切に適

用し、創作者の新たな権益を適時に保護する。個人作品、職務作品と法人作品との関係

を適切に扱う。作者の権益の保護、創作意欲の奨励を最大限に行いながら、法人やその

他組織の合法的な権益を法に照らして保護する。表現・アイデア 分法を適切に運用し、

表現とアイデアとの区別の相対性に注意を払い、作品保護対象範囲を合理的に定める。

伝達者の権益の保護を高度に重視し、出版者、実演者、レコード・ビデオ制作者、ラジ

オ放送局、テレビ放送局の合法的な権益を十分に保護し、作品の伝達や利用を促進する。

バラエティーショーやスポーツ番組等に係る権益への法的保護を積極的に模索し、関係

各者間の合理的な利益均衡を図る。

、インターネット環境下での著作権保護を強化し、著作権保護と情報インターネット産

業発展促進及び情報伝達保障との関係を適切に扱うこと。法律や行政法規及び司法解釈

におけるインターネット環境下での著作権保護に関する本質、特に権利者やインターネ

ットサービスプロバイダーと公衆との利益均衡を的確に把握する。インターネット環境

下での著作権保護を強化しながら、情報インターネット技術イノベーション及びビジネ

スモデルの発展促進に注意を払い、公衆の利益を確実に保証する。作品や実演、レコー

ド・ビデオ制品提供行為とインターネットサービス提供行為との区別を正確に把握し、

インターネットサービスプロバイダーの免責と帰責、「通知と削除」規則と過失の帰責、

インターネットサービスプロバイダーによる権利侵害の過失と一般的な権利侵害の過失

との相違等についての関係を適切に扱う。インターネットサービス提供行為が法定の免

責条件に合致するインターネットサービスプロバイダーは権利侵害の損害賠償責任を負

わない。法定の免責条件に完全には合致しなくても過失のないインターネットサービス

プロバイダーは、権利侵害の損害賠償責任を負わない。情報インターネット環境の特徴

や実態に基づいて、インターネットサービス提供行為の権利侵害過失を正確に認定する。

明らかな権利侵害事実という過失基準に照らして過失を認定して、インターネットサー

ビスプロバイダーが一般的な事前審査義務及び重い注意義務を負わないようにしながら、

インターネットサービスプロバイダーが権利侵害の自発的に防止したり権利者と協力し

て権利侵害防止を図る積極性を適度に引き出す。「通知と削除」規則の基本的な価値を
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に保護を与える基本的な基準の統一性を維持しながら、各種作品の特徴及び関連する保

護適用分野の特殊なニーズを把握するよう注意を払い、オリジナリティの高さと釣り合

いが取れた保護の強度とする。著作権法における著作権に関する総括的規定を適切に適

用し、創作者の新たな権益を適時に保護する。個人作品、職務作品と法人作品との関係

を適切に扱う。作者の権益の保護、創作意欲の奨励を最大限に行いながら、法人やその

他組織の合法的な権益を法に照らして保護する。表現・アイデア 分法を適切に運用し、

表現とアイデアとの区別の相対性に注意を払い、作品保護対象範囲を合理的に定める。

伝達者の権益の保護を高度に重視し、出版者、実演者、レコード・ビデオ制作者、ラジ

オ放送局、テレビ放送局の合法的な権益を十分に保護し、作品の伝達や利用を促進する。

バラエティーショーやスポーツ番組等に係る権益への法的保護を積極的に模索し、関係

各者間の合理的な利益均衡を図る。

、インターネット環境下での著作権保護を強化し、著作権保護と情報インターネット産

業発展促進及び情報伝達保障との関係を適切に扱うこと。法律や行政法規及び司法解釈

におけるインターネット環境下での著作権保護に関する本質、特に権利者やインターネ

ットサービスプロバイダーと公衆との利益均衡を的確に把握する。インターネット環境

下での著作権保護を強化しながら、情報インターネット技術イノベーション及びビジネ

スモデルの発展促進に注意を払い、公衆の利益を確実に保証する。作品や実演、レコー

ド・ビデオ制品提供行為とインターネットサービス提供行為との区別を正確に把握し、

インターネットサービスプロバイダーの免責と帰責、「通知と削除」規則と過失の帰責、

インターネットサービスプロバイダーによる権利侵害の過失と一般的な権利侵害の過失

との相違等についての関係を適切に扱う。インターネットサービス提供行為が法定の免

責条件に合致するインターネットサービスプロバイダーは権利侵害の損害賠償責任を負

わない。法定の免責条件に完全には合致しなくても過失のないインターネットサービス

プロバイダーは、権利侵害の損害賠償責任を負わない。情報インターネット環境の特徴

や実態に基づいて、インターネットサービス提供行為の権利侵害過失を正確に認定する。

明らかな権利侵害事実という過失基準に照らして過失を認定して、インターネットサー

ビスプロバイダーが一般的な事前審査義務及び重い注意義務を負わないようにしながら、

インターネットサービスプロバイダーが権利侵害の自発的に防止したり権利者と協力し

て権利侵害防止を図る積極性を適度に引き出す。「通知と削除」規則の基本的な価値を
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擁護する。明らかな権利侵害事実に基づいて、インターネットサービスプロバイダーが

明らかに知っているか、又は知っているべき事情を認定した場合を除けば、インターネ

ットサービスプロバイダーの侵害の損害賠償責任を追及するには、まず「通知と削除」

規則の適用を前提とする。インターネットサービスプロバイダーの過失認定基準が低下

し、「通知と削除」規則が名ばかりの存在となることを防ぎながら、インターネットサ

ービスプロバイダーが第三者によるインターネットサービスを利用した権利侵害行為に

消極的で怠慢になり、「通知と削除」規則を濫用することを防止する。

、技術の中立と権利侵害行為認定との関係を適切に扱い、著作権の有効な保護と技術イ

ノベーションや産業発展の促進との調和・統一を実現すること。道具・手段としての技

術が持つ価値中立性及び多用途性を的確に把握しながら、技術に反映、表現されている

技術提供者の行為と目的を十分に認識する。技術がもたらした侵害結果を無条件に技術

提供者の責任にして、技術のイノベーションと発展を行き詰らせてはならないだけでな

く、技術の中立を絶対化して、これを単なる侵害責任免除の不適切な言い訳にしてもな

らない。実質的で権利侵害ではない商業的用途を持った技術について、技術提供者が連

帯して責任を負う条件を厳格に把握する。技術提供者が具体的な直接侵害行為の存在を

知っていたはずだと推定してはならない。ほかに援助又は教唆行為があったという条件

において初めて直接侵害人と連帯して責任を負うこととする。主に著作権の侵害に使用

された以外、ほかに実質的な商業用途を持たない技術については、技術提供者が具体的

な直接侵害行為の存在を知っていたはずだと推定してもよく、直接侵害人と連帯して責

任を負わなければならない。インターネット著作権や、「三網融合」等の新興産業での

著作権事件の審理に当たっては、とりわけ技術中立の精神を的確に理解し、科学技術と

ビジネスのイノベーション創出の促進に資するとともに、技術中立を口実にした侵害行

為を防ぐようにする。

、著作権に関する制限および適用除外規定を適切に運用し、係争侵害行為の合法性を正

確に判定し、ビジネス・技術イノベーションを促進し、人民の基本的な文化的権益を十

分に保障すること。合理的な使用及び法定許諾行為を正しく認定し、作品の正当な使用

と伝達を法に照らして保護する。技術イノベーション及び商業の発展促進に確かに必要

な特別な事情の下で、作品使用行為の性質と目的、使用された作品の性質、使用した部

分の数と質、使用行為が作品の潜在的市場或いは価値に与える影響などの要素を考慮す
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る。当該使用行為に作品の通常の使用との抵触がなく、作者の正当な利益を不合理に損

なってもいない場合、合理的な使用と認定してもよい。屋外の公共の場に設置又は陳列

される芸術作品に対し模写、絵画、撮影又はビデオ撮影を行い、合理的な方法と範囲で

その成果を再使用するものは、当該使用行為に商業目的を有するか否かを問わず、合理

的な使用と認定してよい。

、多様な法的手段を全般的に運用し、無形文化財の保護・伝承・開発利用を積極的に推

進し、わが国の豊富な文化資源の強力な文化競争力への転換を促進すること。無形文化

財は民族精神の凝集、民族文化の伝承、文化の多様性の維持、社会の調和と持続可能な

開発を促進する上での重要な基盤かつ架け橋であり、文化イノベーションの重要な源泉

である。伝承とイノベーション、保護と利用の両方を重視するという原則に基づいて、

既存の法令と立法精神に従い、民間文学芸術・伝統知識・遺伝資源等の無形文化財を積

極的に保護し、その発掘や整理、伝承、保護、開発と利用に当たり、各主体者の利益関

係を公平かつ合理的に調整し、均衡を図る。尊重の原則を堅持すること。無形文化財の

利用にはその形式と内容を尊重する。無形文化財を歪曲したり、貶めるような方法で使

用してはならない。出所開示の原則を堅持する。無形文化財の利用に当たっては、適切

な方法で情報の出所を説明する。無形文化財の使用者が可能な限り保管者や提供者、保

有者又は関連の保護当局のインフォームド・コンセントをとり、かつ適切な方法で使用

の利益を共有するなど、インフォームド・コンセントとベネフィット シェアリングを推

奨する。著作権法、商標法、専利法、不正競争防止法など多様な手段を全般的に運用し、

無形文化財の伝承と商業的開発利用を積極的に保護する。

、著作権保護の手段を活用し、民間文学芸術作品を法によって保護すること。民間文

学芸術作品の著作権の保護に当たっては、民族精神の凝集及び民族精神の故郷の維持の

役割を果たすよう、民間文学芸術の伝承に資するとともに、イノベーション創出と利用

によって、中華文化の影響力の高めることが必要である。民間文学芸術作品は、当該作

品を生み出して伝承している特定民族又は地域集落が共同で著作権を有することができ

る。当該特定民族又は地域の関連政府部門が代表として保護権を行使する権利を有する。

民間文学芸術作品の保存者と整理者に対し、適切な方法による署名の権利を尊重しなけ

ればならない。民間文学芸術の要素又は素材を利用して後続の創作を行うのに、許可を

得たり、費用を支払ったりする必要はない。独創性のある作品を制作した場合、作者は
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る。当該使用行為に作品の通常の使用との抵触がなく、作者の正当な利益を不合理に損

なってもいない場合、合理的な使用と認定してもよい。屋外の公共の場に設置又は陳列

される芸術作品に対し模写、絵画、撮影又はビデオ撮影を行い、合理的な方法と範囲で

その成果を再使用するものは、当該使用行為に商業目的を有するか否かを問わず、合理

的な使用と認定してよい。

、多様な法的手段を全般的に運用し、無形文化財の保護・伝承・開発利用を積極的に推

進し、わが国の豊富な文化資源の強力な文化競争力への転換を促進すること。無形文化

財は民族精神の凝集、民族文化の伝承、文化の多様性の維持、社会の調和と持続可能な

開発を促進する上での重要な基盤かつ架け橋であり、文化イノベーションの重要な源泉

である。伝承とイノベーション、保護と利用の両方を重視するという原則に基づいて、

既存の法令と立法精神に従い、民間文学芸術・伝統知識・遺伝資源等の無形文化財を積

極的に保護し、その発掘や整理、伝承、保護、開発と利用に当たり、各主体者の利益関

係を公平かつ合理的に調整し、均衡を図る。尊重の原則を堅持すること。無形文化財の

利用にはその形式と内容を尊重する。無形文化財を歪曲したり、貶めるような方法で使

用してはならない。出所開示の原則を堅持する。無形文化財の利用に当たっては、適切

な方法で情報の出所を説明する。無形文化財の使用者が可能な限り保管者や提供者、保

有者又は関連の保護当局のインフォームド・コンセントをとり、かつ適切な方法で使用

の利益を共有するなど、インフォームド・コンセントとベネフィット シェアリングを推

奨する。著作権法、商標法、専利法、不正競争防止法など多様な手段を全般的に運用し、

無形文化財の伝承と商業的開発利用を積極的に保護する。

、著作権保護の手段を活用し、民間文学芸術作品を法によって保護すること。民間文

学芸術作品の著作権の保護に当たっては、民族精神の凝集及び民族精神の故郷の維持の

役割を果たすよう、民間文学芸術の伝承に資するとともに、イノベーション創出と利用

によって、中華文化の影響力の高めることが必要である。民間文学芸術作品は、当該作

品を生み出して伝承している特定民族又は地域集落が共同で著作権を有することができ

る。当該特定民族又は地域の関連政府部門が代表として保護権を行使する権利を有する。

民間文学芸術作品の保存者と整理者に対し、適切な方法による署名の権利を尊重しなけ

ればならない。民間文学芸術の要素又は素材を利用して後続の創作を行うのに、許可を

得たり、費用を支払ったりする必要はない。独創性のある作品を制作した場合、作者は

331 
 

法によって完全な著作権保護を受けることができるが、作品の素材の出所を説明する必

要がある。民間文学芸術作品の不当な使用により、特定の民族又は地域集落の精神的な

権益に損失を与えた場合、人民法院は不当使用者がそれに相当する民事責任を負うよう

判定してもよい。

、商標法、専利法等の法的手段を有効に利用して、無形文化財の商業価値を保護し、

地方の特色ある自然や人的文化資源の優位性を実際の生産力へと転換するよう促進する

こと。無形文化財の名称や表示等の商標出願で、歪曲、貶め、ミスリードなどの無形文

化財の不正使用行為となり、特定の民族又は地域集落の精神的な権益に損失を与えた場

合、その他の好ましくない影響があるものと認定し、商標としての使用を禁止できる。

既に使用されており、かつ好ましくない影響を与えた場合、人民法院は事件の具体的な

いきさつに基づいて、使用者に使用差し止めや謝罪、影響の排除等の民事責任を負わせ

るなどの判決を下せる。無形文化財の名称や表示で地理的表示となる場合には、具体的

な事情に応じて先行権利として保護を与えることができる。無形文化財の中の伝統知識

及び遺伝資源で商業秘密となっている場合、その窃取、不法開示、使用などが禁止され

る。法令・法規に違反して遺伝資源を取得、又は使用し、当該遺伝資源に依存して発明・

創造を行いかつ専利権を付与された専利権者が、他者の専利権侵害を訴えた場合、支持

しなくてもよい。

三、科学技術成果権の保護力を強め、科学技術の進歩とイノベーション創出を推進し、

自主的イノベーション創出力を高めること

、法に基づいて専利・植物新品種・集積回路配置図設計等科学技術類知的財産権の保

護を強化し、科学技術の進歩とイノベーション創出を積極的に推進すること。科学技術

の進歩の新トレンド及び経済成長の新ニーズに応じて、わが国の創造的イノベーション

能力の向上及び統合的イノベーション能力と導入・消化・吸収・再革新能力の強化を重

要な目標に掲げ、専利法の立法精神を確実に徹底し、侵害判定を正しく行い、要となる

コア技術や基盤・先端領域及び戦略的新興産業における知的財産権保護を強化し、技術

のブレークスルーと技術イノベーションを推し進め、伝統産業の最適化とアップグレー

ドを推進し、戦略的新興産業の育成と発展を加速し、先導的な柱産業の確立を加速し、

企業と国のコア競争力を強化する。文化領域に関わる科学技術類知的財産権の保護力を

強化し、科学技術イノベーションの文化発展への原動力としての機能を発揮させ、文化
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産業の技術設備のレベルアップを推進し、文化産業のコア競争力を高め、中華文化の世

界への進出を推進する。

、専利権保護の適度な寛大さと厳格さという司法政策を正確に理解し、自主的イノベ

ーション能力の向上に力を入れること。専利権の具体的な保護の範囲と強さを確定する

際、異なる技術分野の専利権の特徴及びイノベーションの実態を適切に考慮し、技術分

野別のイノベーション創出ニーズ、イノベーションの特徴と発展の実態に適合させる。

専利・実用新案の権利範囲に関する折衷解釈の原則を堅持して、専利権の保護範囲を的

確に定める。専利の発明目的の専利権保護範囲に対する限定的な役割を重視して、専利

が克服しようとしている従来技術の欠陥や不足点を持っている技術案を保護範囲に取り

入れるべきではない。革新度が高く、研究開発への投資が大きく、経済成長にとってブ

レークスルーと牽引の役割を持つ創始発明に対しては、相対的に高い保護強度及び比較

的広い均等の保護範囲を与える。革新度が相対的に低い改良発明には、均等の保護範囲

を適度に制限する。

、専利権侵害判定方法を正しく運用し、専利権侵害行為に対する抑制力を強化するこ

と。専利・実用新案権侵害判定における全技術的特徴の対比、禁反言、寄付などの判断

ルールを的確に把握し、均等侵害の適用条件の完備を引き続き模索する。均等侵害は、

手段や機能、効果がほぼ同じであり、かつその分野に属する普通の技術者に明らかにわ

かることを必要条件とすることで、均等侵害の単純かつ機械的な適用又は適用範囲の不

適当な拡張を防ぐ必要がある。従来技術による抗弁の規則は、均等侵害及び文言侵害の

いずれにおいても適用できる。意匠権侵害判定におけるデザイン特徴の全体の観察、全

体の視覚効果の総合判断という判定方法を正確に把握し、意匠製品の一般消費者を判断

主体として、意匠の見分けられるデザイン上の特徴を中核に、製品の意匠全体の視覚効

果の同一性又は類似性を侵害成立判断の根本的な基準とする。従来技術・設計による抗

弁を正しく適用する。提訴された侵害者が、引例文献に記載してある従来技術案或いは

従来デザインと公知の常識又は常用設計との自明な組合せによって、従来技術又は従来

設計による抗弁を行う場合、これを支持しなければならない。提訴された侵害者が、抵

触出願の中の技術案又は意匠の実施で専利権侵害を構成しないことを主張する場合、従

来技術又は従来設計による抗弁の審査判断基準を参照して判断してもよい。

、製品製造の方法専利権侵害事件を適切に審理し、法に基づき方法専利権を保護する。
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産業の技術設備のレベルアップを推進し、文化産業のコア競争力を高め、中華文化の世

界への進出を推進する。

、専利権保護の適度な寛大さと厳格さという司法政策を正確に理解し、自主的イノベ

ーション能力の向上に力を入れること。専利権の具体的な保護の範囲と強さを確定する

際、異なる技術分野の専利権の特徴及びイノベーションの実態を適切に考慮し、技術分

野別のイノベーション創出ニーズ、イノベーションの特徴と発展の実態に適合させる。

専利・実用新案の権利範囲に関する折衷解釈の原則を堅持して、専利権の保護範囲を的

確に定める。専利の発明目的の専利権保護範囲に対する限定的な役割を重視して、専利

が克服しようとしている従来技術の欠陥や不足点を持っている技術案を保護範囲に取り

入れるべきではない。革新度が高く、研究開発への投資が大きく、経済成長にとってブ

レークスルーと牽引の役割を持つ創始発明に対しては、相対的に高い保護強度及び比較

的広い均等の保護範囲を与える。革新度が相対的に低い改良発明には、均等の保護範囲

を適度に制限する。

、専利権侵害判定方法を正しく運用し、専利権侵害行為に対する抑制力を強化するこ

と。専利・実用新案権侵害判定における全技術的特徴の対比、禁反言、寄付などの判断

ルールを的確に把握し、均等侵害の適用条件の完備を引き続き模索する。均等侵害は、

手段や機能、効果がほぼ同じであり、かつその分野に属する普通の技術者に明らかにわ

かることを必要条件とすることで、均等侵害の単純かつ機械的な適用又は適用範囲の不

適当な拡張を防ぐ必要がある。従来技術による抗弁の規則は、均等侵害及び文言侵害の

いずれにおいても適用できる。意匠権侵害判定におけるデザイン特徴の全体の観察、全

体の視覚効果の総合判断という判定方法を正確に把握し、意匠製品の一般消費者を判断

主体として、意匠の見分けられるデザイン上の特徴を中核に、製品の意匠全体の視覚効

果の同一性又は類似性を侵害成立判断の根本的な基準とする。従来技術・設計による抗

弁を正しく適用する。提訴された侵害者が、引例文献に記載してある従来技術案或いは

従来デザインと公知の常識又は常用設計との自明な組合せによって、従来技術又は従来

設計による抗弁を行う場合、これを支持しなければならない。提訴された侵害者が、抵

触出願の中の技術案又は意匠の実施で専利権侵害を構成しないことを主張する場合、従

来技術又は従来設計による抗弁の審査判断基準を参照して判断してもよい。

、製品製造の方法専利権侵害事件を適切に審理し、法に基づき方法専利権を保護する。
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方法専利権利者の権利維持が実際に困難であることを適切に考慮すると同時に、商業秘

密を保護する提訴された侵害者の合法的権益も併せて配慮する。法に照らして新製品の

製造方法専利の挙証責任転換規則を適用する。専利の方法を使用して得られる製品及び

当該製品を製造する技術案が、専利出願日以前まで一般に知られていない場合、同等製

品を製造して提訴された侵害者は、その製品の製造方法が専利方法と異なることについ

ての挙証責任を負う。専利方法を使用して得られた製品が新製品に該当せず、専利権者

が提訴された侵害者による同様製品の製造は証明できたが、合理的な努力をもってして

も提訴された侵害者が確かに当該専利方法を使用していることまでは証明できない場合、

事件の具体的な状況を元に、既知の事実並びに日常生活の経験と結びつけて、当該同様

製品が専利方法で製造された可能性が大きいと認定できる件については、民事訴訟証拠

の司法解釈の関連規定により、専利権者への更なる証拠の提供は要求せず、提訴された

侵害者にその製造方法が専利方法と違うという証拠の提供を求める。方法専利権侵害の

挙証が困難である実態を受け、法に照らして証拠保全措置を講じて、方法専利権利者の

挙証負担を適度に軽減する。出願された側の利益を保護し、当事者の証拠保全制度の濫

用による他者の商業秘密不法取得を防ぐ。提訴された侵害者が提供したその製造方法が

専利方法と違うことの証拠に商業秘密が絡む場合は、審査判断に当たって保護対策を講

じるよう注意を払う。

、専利権保護と権利濫用防止との関係を適切に扱い、法に照らして専利権の濫用及び

予備的差し止め命令制度の濫用を規制すること。法により専利権を保護し、当事者の訴

権を保障すると同時に、専利権者が法律の目的に明らかに反して権利を行使したり、競

争相手に不当に損失を与えたりするような公正競争の妨害及び市場秩序のかく乱を防ぐ

よう注意を払う。専利権が従来技術又は従来設計に該当することを明らかに知りながら、

正当な実施者及びその取引先に悪意の侵害警告を濫発したり、訴権を濫用して権利侵害

となる場合は、事情に応じて被害者の損害賠償請求を支持してもよい。法的条件を適切

かつ厳格に理解し、手続的保障を強化し、法に照らして慎重に訴訟前の専利権侵害行為

差止め措置を講じる。事実が比較的明白であること、侵害判定が容易であることを訴訟

前の侵害行為差止め措置の前提条件とすることを堅持する。わりに複雑な技術的比較を

してはじめて侵害の可能性が判定できるような行為については、訴訟前の侵害行為差止

め措置命令を下すのは妥当ではない。許容される条件の範囲で、なるべく出願人と出願
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された側からの意見聴取という方式で侵害の可能性について的確に判断する。係争専利

権の無効を宣告する旨の無効申立審査決定が既に行われた場合、通常は訴訟前の専利権

侵害行為差止め措置の裁定をしてはならない。

、植物新品種の育成者権保護を強化し、農業科学技術イノベーションを推進し、農業

成長方式の転換加速を促進すること。自主的知的財産権を有する重要な農業科学技術成

果および植物新品種への保護力を強化し、自主的イノベーション能力の向上を促進し、

農業科学技術の進歩を推進し、農業総合生産力・リスク抵抗力・市場競争力を高める。

法に照らして育成者権者の利益を厳格に保障し、品種育成及びイノベーション成果の転

化を大きく促進し、現代農業を発展させる。植物新品種侵害行為に対する取締を強化す

る。商業目的での生産、販売又は品種登録を受けている品種の繁殖材料の反複使用など

の権利侵害行為について、法に照らして適時に阻止する。他者の品種登録を受けている

品種の模倣行為についても、植物新品種育成者権侵害紛争として扱う。育成者権者から

の証拠保全申立を法に照らして審査し、証拠保全措置を積極的に講じることにより、育

成者権者が適時に司法救済を得られるよう保障する。提訴された侵害繁殖材料への証拠

保全措置においては、できる限り該当する技術規程を順守して、サンプリングの客観性

と代表性を保証すべきであるが、サンプリングに協力する専門技術者を招いていないこ

とを理由に、証拠保全の効力を容易に否定してはならない。農民の合法的な権益を法に

照らして保護し、農業・農村の安定を維持するよう注意を払う。品種の生産者・管理者

としての品種育成大手と栽培を営む一般個人や農地請負経営者とを正確に区分けする。

品種登録を受けている品種の繁殖材料を自ら繁殖させて使用する栽培を営む一般個人や

農地請負経営者の侵害責任を法に照らして免除するとともに、実質的な品種生産者と管

理者である品種育成大手が法による制裁を免れないようにする。

四、商標権保護を強化し、有名ブランドを育成、維持し、社会主義市場経済の競合性・

革新性・寛容性のある成長を積極的に促進すること

、法に照らして商標権保護を強化すること。商標権の保護に当たって、正当な競争の

奨励に有利で、商業標章同士の境界線の区分に役立ち、他者の有名商業標章の悪質な抜

け駆け出願及び「ブランドカタリ」行為の抑制に有利であり、有名ブランドの確立と発

展にとって調和のとれた緩やかな法的環境の提供に資するものとして、有名ブランドの

育成及び企業の総合競争力向上に助力し、わが国の製造大国からブランド強国への転換
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された側からの意見聴取という方式で侵害の可能性について的確に判断する。係争専利

権の無効を宣告する旨の無効申立審査決定が既に行われた場合、通常は訴訟前の専利権

侵害行為差止め措置の裁定をしてはならない。

、植物新品種の育成者権保護を強化し、農業科学技術イノベーションを推進し、農業

成長方式の転換加速を促進すること。自主的知的財産権を有する重要な農業科学技術成

果および植物新品種への保護力を強化し、自主的イノベーション能力の向上を促進し、

農業科学技術の進歩を推進し、農業総合生産力・リスク抵抗力・市場競争力を高める。

法に照らして育成者権者の利益を厳格に保障し、品種育成及びイノベーション成果の転

化を大きく促進し、現代農業を発展させる。植物新品種侵害行為に対する取締を強化す

る。商業目的での生産、販売又は品種登録を受けている品種の繁殖材料の反複使用など

の権利侵害行為について、法に照らして適時に阻止する。他者の品種登録を受けている

品種の模倣行為についても、植物新品種育成者権侵害紛争として扱う。育成者権者から

の証拠保全申立を法に照らして審査し、証拠保全措置を積極的に講じることにより、育

成者権者が適時に司法救済を得られるよう保障する。提訴された侵害繁殖材料への証拠

保全措置においては、できる限り該当する技術規程を順守して、サンプリングの客観性

と代表性を保証すべきであるが、サンプリングに協力する専門技術者を招いていないこ

とを理由に、証拠保全の効力を容易に否定してはならない。農民の合法的な権益を法に

照らして保護し、農業・農村の安定を維持するよう注意を払う。品種の生産者・管理者

としての品種育成大手と栽培を営む一般個人や農地請負経営者とを正確に区分けする。

品種登録を受けている品種の繁殖材料を自ら繁殖させて使用する栽培を営む一般個人や

農地請負経営者の侵害責任を法に照らして免除するとともに、実質的な品種生産者と管

理者である品種育成大手が法による制裁を免れないようにする。

四、商標権保護を強化し、有名ブランドを育成、維持し、社会主義市場経済の競合性・

革新性・寛容性のある成長を積極的に促進すること

、法に照らして商標権保護を強化すること。商標権の保護に当たって、正当な競争の

奨励に有利で、商業標章同士の境界線の区分に役立ち、他者の有名商業標章の悪質な抜

け駆け出願及び「ブランドカタリ」行為の抑制に有利であり、有名ブランドの確立と発

展にとって調和のとれた緩やかな法的環境の提供に資するものとして、有名ブランドの

育成及び企業の総合競争力向上に助力し、わが国の製造大国からブランド強国への転換
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加速を推進する。商標の知名度、顕著度等に応じて商標近似や商品類似、先行使用され

てかつ一定の影響を及ぼす商標、欺瞞的な手段又はその他不正な手段による商標登録な

どの裁量的法律基準を適正に運用し、商標出願人又は登録者に本来の使用意図があるか

どうかを適切に把握し、さらに商標使用プロセス中の「ブランドカタリ」行為と結び付

けて意図的な悪意を認定するなどして、商標法の関連規定を適切かつ十分に運用し、悪

質な抜け駆け出願や「ブランドカタリ」などの不正行為への抑制力を強化して、商標権

保護の法的な方向づけを十分に表現する。

、商標近似と商標の構成要素近似との関係を適切に扱い、商標近似認定の法律尺度を

的確に把握すること。類似商標を構成するか否かを認定する際は、事件の具体的な状況

に基づく。通常の場合、商標の構成要素が全体として近似するものは、類似商標と認定

してよい。商標の構成要素が全体としては近似しないが、権利主張商標の知名度が提訴

された侵害商標より遥かに高い場合には、主要部を比較して近似しているかどうかを決

定する。商業標章同士の境界線の最大限の区分と特別な事情における構成要素近似商標

同士の適度な共存の許容との関係を適切に扱う。関連商標も高い知名度を持ってたり、

或いは関連商標の共存が特殊な条件でなされた場合、商標近似の認定に当たっては、さ

らに二者の実際の使用状況や使用の履歴、関係する大衆の認識の状態、使用者の主観的

状態などの要素により総合的に判定する。すでに客観的に形成された市場構成を尊重す

るように注意を払い、商標の構成要素の近似を商標近似と容易に同一視することを防ぎ、

事業者同士の寛容な発展を実現する。

、商標を使用する商品同士の関連性を十分考慮し、商品類似の認定基準を的確に把握

すること。商品類似の認定に当たっては、類似商品区分表を参考にしてもよいが、市場

の実状を尊重することがより大事である。関係する大衆の一般認識を基準にして、商品

の機能や用途、生産部門、販売ルート、消費対象者などの要素と結び付けて、商標法上

の商品類似を正しく認定する。権利主張対象商標が実際に使用されておりかつ一定の知

名度を持っている場合の商品類似の認定には、商品同士の関連性を十分考慮する。関係

する大衆が、商品に対する通常の認識及び一般的な取引感覚を基に、特定の関連性があ

ると認める商品は、事情に応じて類似商品の範囲に取り入れてもよい。

、著名商標の認定と保護を規範化し、著名商標の保護を適切に強化すること。著名商

標を保護する目的は、高い知名度を持っている商標の保護範囲及び保護強度を適度に拡
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張することであり、栄誉称号の選出や授与ではない。当事者が著名商標の保護を主張し

ており、かつ保護条件に合致した確かに必要のあるものには、法に照らしてこれを認定、

保護する。一般大衆に広く知られている著名商標については、著名であるという周知の

事実と結び付けて、商標権者による商標が著名であるという状況についての挙証責任を

軽減する。著名商標の認定に当たって、同等で画一的な知名度を持つことは求められな

いが、著名商標の顕著性及び知名度に相応しい保護範囲と強度が必要である。顕著性が

より強く、知名度がより高い著名商標には、より広い複数区分にまたがる保護範囲とよ

り強い保護を与える。司法解釈の規定を厳粛に実施し、著名商標の保護範囲を的確に把

握し、著名商標の事実認定に対する厳しいチェックを強化し、裁判前審査制を堅持して、

当事者が虚偽を弄して、著名商標の認定を騙し取るために虚偽訴訟を起こすことを防ぐ。

、商標権侵害抗弁を適切に認定し、正当な事業者の合法的な権益を維持すること。商

標権侵害行為は、商的標章として同一又は近似する商標使用を条件とする。製品又はサ

ービスの特徴を記述したり、或いは説明する目的から善意により合理的に同一又は近似

する標章の使用を提訴された侵害者は、法に照らして正当な使用と認定してよい。商標

権者の登録商標が他者の中国で登録されていない著名商標を複製、模倣又は翻訳したも

のであったり、被代理人又は被代表者の商標を抜け駆け出願したり、若しくは不正な手

段により他者の既に使用されておりかつ一定の影響をもつ商標を抜け駆け出願していた

ものについては、侵害で提訴された先行商標使用者がこれらの理由で抗弁する場合、こ

れを支持しなければならない。

、実体と手続きとの関係を適切に扱い、商標授権使用権確認をめぐる係争の実質的な

解決に力を入れること。手続きは独立した法的価値を持つとともに、実体問題の解決及

び実体面での公正実現をその方向と究極の目標にしなければならない。実体面での公正

は手続きを実行する目標と方向であり、手続き上の公正によって支持、保障されている。

手続き上の公正を高度に重視し、手続き上の公正を無視して実体面での公正を一面的に

追及しないようにするだけでなく、実体面での公正を帰着するところとし、機械的な司

法になるのを防ぐ。当事者は手続き上の権利行使の瑕疵によって、重要な実体面の権益

が影響される恐れがある。甚だしい場合、救済の機会の喪失を招く恐れがあり、その上

他に救済ルートがない者については、事件の具体的な状況に応じて挽回の機会を与えて

もよい。商標授権使用権確認をめぐる係争の実質的な解決を重視し、必要のない手続き
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張することであり、栄誉称号の選出や授与ではない。当事者が著名商標の保護を主張し

ており、かつ保護条件に合致した確かに必要のあるものには、法に照らしてこれを認定、

保護する。一般大衆に広く知られている著名商標については、著名であるという周知の

事実と結び付けて、商標権者による商標が著名であるという状況についての挙証責任を

軽減する。著名商標の認定に当たって、同等で画一的な知名度を持つことは求められな

いが、著名商標の顕著性及び知名度に相応しい保護範囲と強度が必要である。顕著性が

より強く、知名度がより高い著名商標には、より広い複数区分にまたがる保護範囲とよ

り強い保護を与える。司法解釈の規定を厳粛に実施し、著名商標の保護範囲を的確に把

握し、著名商標の事実認定に対する厳しいチェックを強化し、裁判前審査制を堅持して、

当事者が虚偽を弄して、著名商標の認定を騙し取るために虚偽訴訟を起こすことを防ぐ。

、商標権侵害抗弁を適切に認定し、正当な事業者の合法的な権益を維持すること。商

標権侵害行為は、商的標章として同一又は近似する商標使用を条件とする。製品又はサ

ービスの特徴を記述したり、或いは説明する目的から善意により合理的に同一又は近似

する標章の使用を提訴された侵害者は、法に照らして正当な使用と認定してよい。商標

権者の登録商標が他者の中国で登録されていない著名商標を複製、模倣又は翻訳したも

のであったり、被代理人又は被代表者の商標を抜け駆け出願したり、若しくは不正な手

段により他者の既に使用されておりかつ一定の影響をもつ商標を抜け駆け出願していた

ものについては、侵害で提訴された先行商標使用者がこれらの理由で抗弁する場合、こ

れを支持しなければならない。

、実体と手続きとの関係を適切に扱い、商標授権使用権確認をめぐる係争の実質的な

解決に力を入れること。手続きは独立した法的価値を持つとともに、実体問題の解決及

び実体面での公正実現をその方向と究極の目標にしなければならない。実体面での公正

は手続きを実行する目標と方向であり、手続き上の公正によって支持、保障されている。

手続き上の公正を高度に重視し、手続き上の公正を無視して実体面での公正を一面的に

追及しないようにするだけでなく、実体面での公正を帰着するところとし、機械的な司

法になるのを防ぐ。当事者は手続き上の権利行使の瑕疵によって、重要な実体面の権益

が影響される恐れがある。甚だしい場合、救済の機会の喪失を招く恐れがあり、その上

他に救済ルートがない者については、事件の具体的な状況に応じて挽回の機会を与えて

もよい。商標授権使用権確認をめぐる係争の実質的な解決を重視し、必要のない手続き
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の繰り返し、実体問題の放置や問題回避のないようにする。商標を登録すべきか否か、

取り消すべきか否かなどに関して、実体面で判断できる場合は、裁判理由において明確

な判断を下し、提訴された行政機関が再決定するための明確な手引きとしてもよい。

五、法に基づき競争秩序を規範化し、自由・公平、誠実・法令順守の競争文化を育成し、

公平で秩序があり活力に溢れた市場環境を創り上げること

、不正競争事件裁判を強化し、市場の公正競争を維持すること。知的財産権専門法と

不当競争防止法との関係を適切に扱う。イノベーション創出を奨励すると同時に、公正

競争を奨励する。不当競争防止法の補足的な保護の役割は知的財産権専門法の立法政策

に抵触してはならない。知的財産権専門法において徹底した規則化がなされている領域

では、原則として不当競争防止法による付加的な保護を与えず、自由利用と自由競争を

許容するが、知的財産権専門法の立法政策と両立している範囲においては、不当競争抑

止の観点から保護を与えてもよい。不当競争防止法の原則規定と特別規定との関係を適

切に扱う。原則規定の柔軟性と順応性を十分に利用し、巧妙化する手口で後を絶たない

各種不当競争行為を有効に抑止しながら、原則規定適用の任意性を防ぎ、市場の自由・

公正競争の阻害を避ける。不当競争防止法の原則規定の適用条件を厳格に把握する。一

般に不当競争防止法特別規定において明文で規定した禁止行為に該当する領域では、特

別規定に従い同種の不当競争行為を規制できるだけであるが、原則的には、原則規定を

適用して適用範囲を拡張するべきではない。不当競争防止法において特別規定を制定し

て禁止すると定めていない行為で、ほかの事業者の合法的な権益に損失をもたらし、誠

実信用の原則及び誰もが認める商業道徳に確かに反し、不当性を有しており、これを抑

止しないと公正競争の秩序を維持できない場合は、原則規定を適用して規制してもよい。

誠実信用原則及び皆が認める商業道徳の評定基準を正確に把握する。特定の商業分野で

一般に認められ、受け入れられている経済人の倫理基準を尺度とし、誠実信用の原則及

び皆が認める商業道徳を個人道徳又は社会の公共道徳と容易に同一視しないようにする。

、法に基づいて商業秘密の保護を強化し、商業秘密侵害行為を有効に抑止して、企業

のイノベーション創出と投資にとって安全かつ信頼できる法的環境を創ること。事件の

具体的な状況に応じて、秘密性と不当手段の立証基準を合理的に把握し、商業秘密権利

者の権利維持上の困難さを適度に軽減する。権利者が秘密性を証明する優位性の証拠を

提供するか、又はその主張している商業秘密情報と共有領域の情報との相違点に関する
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十分合理的な解釈又は説明を成した場合は、秘密性の成立を認めてもよい。商業秘密権

利者が、提訴された当事者の情報とその商業秘密と同一又は実質的に同一で、かつ提訴

された当事者が当該商業秘密に接触したり或いは不法に入手する条件を備えていること

を証拠の提出により証明し、事件の具体的な状況又は既知の事実や日常生活の経験によ

って、提訴された当事者が不当手段を取った可能性が大きいと認められた場合は、提訴

された当事者が不当な手段により商業秘密を入手したという事実の成立を推定してよい

が、提訴された当事者が合法的な手段によって当該情報を入手したことを証明できた場

合は除く。法定条件に合致する商業秘密情報を根拠にして商業秘密の保護範囲を的確に

定める。それぞれ単独の商業秘密情報単位はすべて独立した保護対象となる。商業秘密

事件の審理と証言の尋問方法を完備させる。商業秘密に係る証拠については、代理人だ

けに対する開示、段階別な開示、秘密保持承諾誓約締結などの措置を講じて商業秘密の

知られる範囲と伝達ルートを限定して、審理プロセスでの二次漏えいを防ぐ。商業秘密

侵害民事訴訟手続きと刑事訴訟手続きとの関係を適切に扱う。二種類の手続きの関連性

に注意を払うだけでなく、相互独立性にも注意を払う。法に照らして商業秘密を保護す

ると同時に、事業者が悪意で刑事訴訟手続きを開始して競合相手を妨害、抑制すること

を防止する。

、商業秘密保護と職業選択の自由、秘密に係る者の競業避止と人材の合理的な流動と

の関係を適切に扱い、正当な就業や起業など労動者の合法的な権益を維持し、法に照ら

して労動力の合理的な流動を促進すること。従業員が業務遂行中に身に付けたり、積み

上げた知識や経験、技能は、雇用者側の商業秘密に該当するものを除き、その人格の構

成部分をつくり上げるものであり、離職後の従業員はこれを自分の意思で利用する自由

がある。競業避止義務に違反しておらず、商業秘密も侵害していない前提で、労動者が

元の雇用先で習得した知識、経験、技能を利用して元の雇用先と競合関係にある別の雇

用先に勤務しているものに対して、不当競争防止法の原則規定により不当競争の構成を

容易に認めるべきではない。商業秘密の保護と競業避止協定との関係を適切に扱う。競

業避止協定は、保護すべき商業秘密が存在していることが前提となるが、両者には異な

る法的根拠及び行為の表現がある。競業避止義務の違反は商業秘密侵害に等しくないし、

競業避止期間も秘密保持期間に等しくない。原告が商業秘密侵害を理由に提起する侵害

訴訟は、既に存在している競業避止約定の制限を受けない。
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十分合理的な解釈又は説明を成した場合は、秘密性の成立を認めてもよい。商業秘密権

利者が、提訴された当事者の情報とその商業秘密と同一又は実質的に同一で、かつ提訴

された当事者が当該商業秘密に接触したり或いは不法に入手する条件を備えていること

を証拠の提出により証明し、事件の具体的な状況又は既知の事実や日常生活の経験によ

って、提訴された当事者が不当手段を取った可能性が大きいと認められた場合は、提訴

された当事者が不当な手段により商業秘密を入手したという事実の成立を推定してよい

が、提訴された当事者が合法的な手段によって当該情報を入手したことを証明できた場

合は除く。法定条件に合致する商業秘密情報を根拠にして商業秘密の保護範囲を的確に

定める。それぞれ単独の商業秘密情報単位はすべて独立した保護対象となる。商業秘密

事件の審理と証言の尋問方法を完備させる。商業秘密に係る証拠については、代理人だ

けに対する開示、段階別な開示、秘密保持承諾誓約締結などの措置を講じて商業秘密の

知られる範囲と伝達ルートを限定して、審理プロセスでの二次漏えいを防ぐ。商業秘密

侵害民事訴訟手続きと刑事訴訟手続きとの関係を適切に扱う。二種類の手続きの関連性

に注意を払うだけでなく、相互独立性にも注意を払う。法に照らして商業秘密を保護す

ると同時に、事業者が悪意で刑事訴訟手続きを開始して競合相手を妨害、抑制すること

を防止する。

、商業秘密保護と職業選択の自由、秘密に係る者の競業避止と人材の合理的な流動と

の関係を適切に扱い、正当な就業や起業など労動者の合法的な権益を維持し、法に照ら

して労動力の合理的な流動を促進すること。従業員が業務遂行中に身に付けたり、積み

上げた知識や経験、技能は、雇用者側の商業秘密に該当するものを除き、その人格の構

成部分をつくり上げるものであり、離職後の従業員はこれを自分の意思で利用する自由

がある。競業避止義務に違反しておらず、商業秘密も侵害していない前提で、労動者が

元の雇用先で習得した知識、経験、技能を利用して元の雇用先と競合関係にある別の雇

用先に勤務しているものに対して、不当競争防止法の原則規定により不当競争の構成を

容易に認めるべきではない。商業秘密の保護と競業避止協定との関係を適切に扱う。競

業避止協定は、保護すべき商業秘密が存在していることが前提となるが、両者には異な

る法的根拠及び行為の表現がある。競業避止義務の違反は商業秘密侵害に等しくないし、

競業避止期間も秘密保持期間に等しくない。原告が商業秘密侵害を理由に提起する侵害

訴訟は、既に存在している競業避止約定の制限を受けない。
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、独占事件の審理作業に力を入れ、独占行為を適時かつ有効に抑止し、市場の活力を

強めて、市場構造の完備と市場経済健全な発展を促進すること。独占禁止法の効果型推

理を強化し、各種関連因素を全面的に考慮し、嫌疑がかかる独占行為の反競争及び競争

促進の効果を総合的に評価し、法に照らして独占行為の認定を行う。経済学専門家や専

門機構の機能を発揮させるよう注意を払い、経済分析法導入のルートと方法を模索する。

異なる独占行為のタイプに応じて、独占民事紛争事件の当事者の立証責任を合理的に配

分する。明らかに重大な競争排除・制限効果のある独占協定については、被害者に当該

協定が持つ競争排除・制限の効果を挙証して証明することを求めなくてもよい。公共企

業及びその他の独占経営資格を持っている事業者が市場の支配的地位を濫用した場合に

は、事件の具体的な状況により被害者の挙証責任を適度に軽減してもよい。

六、知的財産権訴訟制度の構築を強化し、裁判体制及び作業体制を整備すること

、知的財産権事件の特徴や法則を深く理解し、知的財産権事件の特徴に適した紛争解

決の仕組みを確立、整備すること。「調停の優先、調停と裁判との融合」という作業原

則を正確に把握する。知的財産権事件の高度の専門技術性という特徴に基づき、積極的

に当事者をリードして、委託調停、専門家による調停、業界での調停等の方法を選定さ

せ紛争を解決する。法に照らした自由意志による調停の原則を堅持し、当事者の意志に

反して無理やり調停を行ったり、引き伸ばしにより調停を促すなどをしてはならない。

当事者又は関連業界の是非判明への期待が高いもの、又は規則の明確化への要求が強い

もの、又は判決の受け入れられる程度が高そうな事件については、なるべく判決により

紛争を解決して、司法裁判の指導と方向付け機能を十分に発揮させる。紛争解決におい

て科学技術専門家の能力を発揮させ、知的財産権事件における専門分野の技術課題の解

決体制を完備させる。

、知的財産権裁判の体制・仕組みを引き続き整備して、司法による知的財産権保護の

総合的な効果・機能を十分に発揮させること。国家知的財産権戦略の要求事項に基づき、

知的財産権法廷での知的財産権民事・行政・刑事事件の集中審理の試験的作業を積極的

に推進し、知的財産権民事・行政・刑事裁判調整体制を確立し、司法効率を高め、司法

基準を統一して、全体としての保護の効果・機能の発揮、資源の最適化、科学的な運用、

効率的な権威性ある知的財産権裁判体系の構築に努める。公安機関や検察機関及び知的

財産権行政法執行機関との協力を強化し、保護に力を合わせていく。知的財産権事件の
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管轄配置の最適化を図り、一般知的財産権事件を管轄する下部法院を適度に増やし、中・

下部法院で作業上の必要に応じて他地域間の区割集中管轄を行い、裁判資源の合理的な

配分を奨励する。

、法治統一を維持し、市場の統一開放を促進すること。事件管轄制度を完備させ、監

督・規制を強化し、上級管轄や他地域指定管轄などの措置を適切に講じることにより、

地方保護・部門保護などの事態を有効に抑制して、事件の公正な審理を保証する。上級

管轄や他地域指定管轄などが決まった場合、元の管轄法院は適切に対応し、迅速に事件

を移送する。裁判監視を適切に強化し、第二審と再審の是正機能を発揮させ、裁判実績

評価指標への懸念による誤った裁判への妥協を防ぐ。再審命令事件について、関係する

再審法院は再審命令を正確に理解し、本腰を入れて対応し、法に照らして誤りを是正す

る。再審命令を無視して、再審を遅らせたり、正当な理由なくして再審命令を実行しな

い場合、規律を厳格にする。情状が深刻な場合は通達をもって批判する。作業体制を一

層整備して、知的財産権関連事件の調整・指導力を適切に強化することによって、裁判

基準の統一を維持する。

最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部

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

年 月 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
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管轄配置の最適化を図り、一般知的財産権事件を管轄する下部法院を適度に増やし、中・

下部法院で作業上の必要に応じて他地域間の区割集中管轄を行い、裁判資源の合理的な

配分を奨励する。

、法治統一を維持し、市場の統一開放を促進すること。事件管轄制度を完備させ、監

督・規制を強化し、上級管轄や他地域指定管轄などの措置を適切に講じることにより、

地方保護・部門保護などの事態を有効に抑制して、事件の公正な審理を保証する。上級

管轄や他地域指定管轄などが決まった場合、元の管轄法院は適切に対応し、迅速に事件

を移送する。裁判監視を適切に強化し、第二審と再審の是正機能を発揮させ、裁判実績

評価指標への懸念による誤った裁判への妥協を防ぐ。再審命令事件について、関係する

再審法院は再審命令を正確に理解し、本腰を入れて対応し、法に照らして誤りを是正す

る。再審命令を無視して、再審を遅らせたり、正当な理由なくして再審命令を実行しな

い場合、規律を厳格にする。情状が深刻な場合は通達をもって批判する。作業体制を一

層整備して、知的財産権関連事件の調整・指導力を適切に強化することによって、裁判

基準の統一を維持する。

最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部

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

年 月 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
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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。

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

331

　　　　



342 
 

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 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

めの商品およ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 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。

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
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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 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

めの商品およ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 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。

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
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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 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 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 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 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 万元以上 万元未

満、 万元以上である場合は、各々刑法 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 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 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 種類以上の登録商標標識数が

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
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標識の数は 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 万点以上であ

る場合。

（四）他者が偽造、無断製造した 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 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 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

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

334

資料編



344 
 

標識の数は 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 万点以上であ

る場合。

（四）他者が偽造、無断製造した 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 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 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

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

345 
 

る場合は除外される。

十二、刑法 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るもので、次に掲げる項目の何れかに該当する

場合、刑法 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 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 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 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 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

倍以上に達した場合、刑法 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」 条 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。

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、
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前述した 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 個の行為が 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。

最高人民検察院、公安部

刑事事件の立件監督に関する問題についての規定（試行）

年 月 日試行

刑事事件の立件監督の強化と規範化、刑事調査権の行使の適正化が保障されるよう、「中

華人民共和国刑事訴訟法」等の関連規定に準拠し、実務に合わせた上で、本規定を制定

する。

第一条 刑事事件の立件監督として 、法に基づいた立件の確保、立件を怠ることや違法

な立件行為の防止と是正、犯罪行為の法に基づいた迅速な摘発、公民の合法的権利の保

護、国の法令の統一かつ的確な実施、社会の調和性、安定性の維持などが任務とされる。

第二条 刑事事件の立件監督では、監督と協働の統一化、人民検察院による法的監督と

公安機関による内部監督との融合化、担当事件の件数・品質・効率・効果の一致性、並

びに錯誤を必ず是正するとの原則を堅持するものとする。

第三条 公安機関は、受け付けた事件又は発見している犯罪行為の手掛かりを、迅速に

審査した上で、法令そして関連規定に準拠して、立件或いは不立件の旨の決定を下す。
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前述した 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 個の行為が 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。

最高人民検察院、公安部

刑事事件の立件監督に関する問題についての規定（試行）

年 月 日試行

刑事事件の立件監督の強化と規範化、刑事調査権の行使の適正化が保障されるよう、「中

華人民共和国刑事訴訟法」等の関連規定に準拠し、実務に合わせた上で、本規定を制定

する。

第一条 刑事事件の立件監督として 、法に基づいた立件の確保、立件を怠ることや違法

な立件行為の防止と是正、犯罪行為の法に基づいた迅速な摘発、公民の合法的権利の保

護、国の法令の統一かつ的確な実施、社会の調和性、安定性の維持などが任務とされる。

第二条 刑事事件の立件監督では、監督と協働の統一化、人民検察院による法的監督と

公安機関による内部監督との融合化、担当事件の件数・品質・効率・効果の一致性、並

びに錯誤を必ず是正するとの原則を堅持するものとする。

第三条 公安機関は、受け付けた事件又は発見している犯罪行為の手掛かりを、迅速に

審査した上で、法令そして関連規定に準拠して、立件或いは不立件の旨の決定を下す。
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公安機関及び人民検察院では情報通達制度を確立し、刑事事件の発生、届け出、立件、

解決と刑事事件の立件監督、調査行動の監督、逮捕許可、起訴等状況の定期的な相互通

達を行い、重大事件はその都度通達することとする。条件が整った地方では、刑事事件

情報の共有プラットフォームを構築するものとする。

第四条 公安機関が立件、調査しなければならない告訴又は移送される 係争事件を立件、

調査しないことを、被害者及びその法定代理人、近親者又は行政法執行機関が人民検察

院に申し立てる場合、人民検察院はこれを受理し、審査するものとする。人民検察院は、

公安機関において、立件、調査しなければならない事件を立件、調査しない可能性が発

覚された場合には、法に基づいた審査を行うものとする。

第五条 公安機関が立件、調査しなければならないのに、立件、調査していない事件の

手掛かりについて、人民検察院は審査した上で、状況により別々に対処しなけれ

ばならない。

一 犯罪事実が生じていない、若しくは犯罪の情状等が明らかに軽微で、刑事責任を追

及するまでもない、或いはその他の法に基づき刑事責任が追及されない事情がある場合

は、苦情申立人又は行政法執行機関に迅速に回答する。

二 苦情が申し立てられた公安機関の管轄の範囲に該当しない場合には、管轄権を持つ

機関を苦情申立人又は行政法執行機関に告知した上で、当該機関への告訴又は移送をア

ドバイスするものとする。

三 公安機関において不立件の旨の決定がまだ下されていない場合には、公安機関に移

送して処理させる。

四 犯罪事実があり、刑事責任が追及されるものは 、苦情が申し立てられた公安機関の

管轄の範囲に該当し、かつ公安機関において不立件の旨の決定が既に下された場合には、

検察長から承認を得た上、公安機関に書面により不立件理由の 説明を求めるものとする。

第六条 人民検察院は、公安機関の立件決定を不服とする苦情申立について、立件元の

公安機関に移送して処理させることができる。

人民検察院で審査した結果、公安機関には法令に違反して刑事手段により民事・経済を

めぐる紛争に介入しているか、若しくは事件担当者が立件に当たって、復讐や陥れ、強

要、ゆすりそしてほかに不法な利益を図るなど、法令に違反した立件行為があった可能

性を証明する証拠があり、かつ刑事拘束等の強制措置或いは搜査、 差し押さえ、凍結等
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強制的な調査措置が講じられながら、まだ逮捕許可の要請が成されていない、若しくは

送検・起訴にされていないものは、検察長から承認を得た上、公安機関に書面により立

件理由書面の説明を求めるものとする。

第七条 人民検察院が、公安機関に不立件、又は立件の理由の説明を求める際は、不立

件理由説明要請通知書」或いは「立件理由説明要請通知書」を作成し、迅速に公安機関

まで送達しなければならない。

公安機関は、「不立件理由説明要請通知書 」或いは「立件理由説明要請通知書 」を受け

取った後七日以内に、不立件又は立件とした事情、根拠、理由が客観的に反映される理

由説明書を作成し、関連の証拠資料のコピーとともに人民検察院に回答しなければなら

ない。公安機関が自発的に立件する、或いは事件を取り消す場合には、「立件決定書」又

は「事件取消決定書」のコピーを人民 検察院まで迅速に送達しなければならない。

第八条 人民検察院で調査、確認した結果により公安機関での不立件或いは立件とした

理由が成立しないとされたものは、検察長或いは検察委員会による決定を受けて、公安

機関に立件又は事件の取消の旨を通達しなければならない。 調査、確認に当たって、人

民検察院では事件担当者、関連する当事者に事情を聞いたり、公安機関での刑事事件の

受付、立件、解決等に関する登記表・台帳並びに立件、不立件、事件取消、治安処罰、

労働教養等関連する法的文書及び事件に関する資料を閲覧、コピーすることができる。

公安機関はこれに協力しなければならない。

第九条 人民検察院が、公安機関に立件又は事件取消の旨を通達する際に、根拠と理由

が記述される「立件通知書」又は「事件取消通知書」を作成し、証拠資料とともに公安

機関まで移送しなければならない。

公安機関では、「立件通知書」を受け取った後十五日以内に立件を決定し、「事件取消通

知書」について異議がない場合には、直ちに事件を取り消すとともに、「立件決定書」又

は「事件取消決定書」のコピーを人民検察院まで迅速に送達しなければならない。

第十条 人民検察院による事件取消通知に誤りがあることを認めた公安機関は、五日間

までに、県級以上の公安機関の責任者による承認を受けた上、同級の人民検察院に複議

を要請する。人民検察院は再審査し、「複議要請意見書」及び文書事件に関する資料を受

け取った後七日間までに、変更するかどうかを決定して、公安機関に通達するものとす

る。 公安機関が人民検察院による複議決定を受け入れない場合には、五日間までに、県
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強制的な調査措置が講じられながら、まだ逮捕許可の要請が成されていない、若しくは

送検・起訴にされていないものは、検察長から承認を得た上、公安機関に書面により立

件理由書面の説明を求めるものとする。

第七条 人民検察院が、公安機関に不立件、又は立件の理由の説明を求める際は、不立

件理由説明要請通知書」或いは「立件理由説明要請通知書」を作成し、迅速に公安機関

まで送達しなければならない。

公安機関は、「不立件理由説明要請通知書 」或いは「立件理由説明要請通知書 」を受け

取った後七日以内に、不立件又は立件とした事情、根拠、理由が客観的に反映される理

由説明書を作成し、関連の証拠資料のコピーとともに人民検察院に回答しなければなら

ない。公安機関が自発的に立件する、或いは事件を取り消す場合には、「立件決定書」又

は「事件取消決定書」のコピーを人民 検察院まで迅速に送達しなければならない。

第八条 人民検察院で調査、確認した結果により公安機関での不立件或いは立件とした

理由が成立しないとされたものは、検察長或いは検察委員会による決定を受けて、公安

機関に立件又は事件の取消の旨を通達しなければならない。 調査、確認に当たって、人

民検察院では事件担当者、関連する当事者に事情を聞いたり、公安機関での刑事事件の

受付、立件、解決等に関する登記表・台帳並びに立件、不立件、事件取消、治安処罰、

労働教養等関連する法的文書及び事件に関する資料を閲覧、コピーすることができる。

公安機関はこれに協力しなければならない。

第九条 人民検察院が、公安機関に立件又は事件取消の旨を通達する際に、根拠と理由

が記述される「立件通知書」又は「事件取消通知書」を作成し、証拠資料とともに公安

機関まで移送しなければならない。

公安機関では、「立件通知書」を受け取った後十五日以内に立件を決定し、「事件取消通

知書」について異議がない場合には、直ちに事件を取り消すとともに、「立件決定書」又

は「事件取消決定書」のコピーを人民検察院まで迅速に送達しなければならない。

第十条 人民検察院による事件取消通知に誤りがあることを認めた公安機関は、五日間

までに、県級以上の公安機関の責任者による承認を受けた上、同級の人民検察院に複議

を要請する。人民検察院は再審査し、「複議要請意見書」及び文書事件に関する資料を受

け取った後七日間までに、変更するかどうかを決定して、公安機関に通達するものとす

る。 公安機関が人民検察院による複議決定を受け入れない場合には、五日間までに、県
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級以上の公安機関の責任者による承認を受けた上、一級上の人民検察院に報告して再審

を要請する。上級人民検察院は、「再審要請意見書」及び文書資料を受け取った後十五日

間までに、変更するかどうかを決定した上で、下級人民検察院及び公安機関に通達し、

執行してもらうものとする。

上級人民検察院で再審した結果、事件取消通知に誤りがあるものと認めた場合には、

下級人民検察院は直ちにこれを是正するものとし、上級人民検察院で再審した結果、事

件取消通知が適正なものであると認めた場合には、下級公安機関は直ちに事件を取り消

すとともに、「事件取消決定書」のコピーを同級人民検察院まで迅速に送達しなければな

らない。

第十一条 公安機関は、人民検察院が立件監督した事件を迅速に調査しなければならな

い。犯罪容疑者が逃亡している場合には、追跡して逮捕するよう強化しなければならな

い。逮捕の要件に合致している 場合には、人民検察院に逮捕許可を迅速に要請するもの

とする。調査が完了し、刑事責任が追及される必要のあるものは、人民検察院に迅速に

送検し、起訴しなければならない。

監督を受けた立件後三ヶ月間までに調査が完了しない場合に、人民検察院は「立件監督

対象事件対処催促書」を発出することができる。公安機関は調査の進捗について迅速に

人民検察院へフィードバックしなければならない。

第十二条 立件監督に当たって、人民検察院が私利追求や不正加担など、法令違反・紀

律違反である行為に係わっている調査担当者を発見した場合、関連部門に移送して処理

させる。職務犯罪が絡まれている場合には、法に基づき立件して調査しなければならな

い。

第十三条 公安機関が、逮捕許可の要請や送検・起訴の際、人民検察院による刑事事件

の立件監督についての法律文書及びそれに関する資料を事件とともに移送する。人民検

察院は逮捕審査や起訴審査の実施に当たっては、これを刑事事件の立件監督情報として

迅速に入力しなければならない。

第十四条 本規定は 年 月 日より試行する。
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最高人民検察院、公安部

公安機関の管轄する刑事案件の 立件訴追基準に関する規定（抜粋）

年 月 日

第六十九条 「登録商標冒用罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」登録商標権者の許諾を

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、次の各号の何れかに該

当する場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） 不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額が 万元以上である場合。

（二）２種類以上の登録商標を冒用し、不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額が２

万元以上である場合。

（三）その他、情状が重い場合。

第七十条 「登録商標模倣品販売罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」他人の登録商標を

虚偽表示した商品であることを明らかに知りながら販売し、次の各号の何れかに該当す

る場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） 販売金額が 万元以上である場合。

（二） まだ販売されていないが、商品の価値額が 万元以上である場合。

（三） 販売金額が 万元以下であるが、販売金額とまだ販売されていない商品の価値額

を合わせて 万元以上である場合 。

第七十一条 「登録商標標識の不法製造、不法販売罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」

他人の登録商標の標識を偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標の標識を販売

し、次の各号の何れかに該当する場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） ２万点以上の他人の登録商標標識を偽造、無断製造若しくは偽造、無断製造した

登録商標標識を販売し、又は不法経営金額が 万元以上、又は違法所得金額が 万元以上

である場合。

（二） ２種類以上の他人の登録商標標識を１万点以上偽造、無断製造若しくは偽造、無

断製造した登録商標標識を販売し、又は不法経営金額が 万元以上、又は違法所得金額が

万元以上である場合。

（三） その他、情状が重い場合。

第七十二条 「専利詐称罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」他人の専利を詐称し、次の

各号の何れかに該当する場合は、立件して訴追しなければならない。
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最高人民検察院、公安部

公安機関の管轄する刑事案件の 立件訴追基準に関する規定（抜粋）

年 月 日

第六十九条 「登録商標冒用罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」登録商標権者の許諾を

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、次の各号の何れかに該

当する場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） 不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額が 万元以上である場合。

（二）２種類以上の登録商標を冒用し、不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額が２

万元以上である場合。

（三）その他、情状が重い場合。

第七十条 「登録商標模倣品販売罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」他人の登録商標を

虚偽表示した商品であることを明らかに知りながら販売し、次の各号の何れかに該当す

る場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） 販売金額が 万元以上である場合。

（二） まだ販売されていないが、商品の価値額が 万元以上である場合。

（三） 販売金額が 万元以下であるが、販売金額とまだ販売されていない商品の価値額

を合わせて 万元以上である場合 。

第七十一条 「登録商標標識の不法製造、不法販売罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」

他人の登録商標の標識を偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標の標識を販売

し、次の各号の何れかに該当する場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） ２万点以上の他人の登録商標標識を偽造、無断製造若しくは偽造、無断製造した

登録商標標識を販売し、又は不法経営金額が 万元以上、又は違法所得金額が 万元以上

である場合。

（二） ２種類以上の他人の登録商標標識を１万点以上偽造、無断製造若しくは偽造、無

断製造した登録商標標識を販売し、又は不法経営金額が 万元以上、又は違法所得金額が

万元以上である場合。

（三） その他、情状が重い場合。

第七十二条 「専利詐称罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」他人の専利を詐称し、次の

各号の何れかに該当する場合は、立件して訴追しなければならない。
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（一） 不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額が 万元以上である場合。

（二） 専利権利人の直接経済損失額が 万元以上である場合。

（三） ２種類以上の他人の専利を詐称し、不法経営金額が 万元以上又は違法所得金額

が 万元以上である場合。

（四） その他、情状が重い場合。

第七十三条 「営業秘密侵害罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」他人の営業秘密を侵害

し、次の各号の何れかに該当する場合、立件して訴追しなければならない。

（一） 営業秘密権者の損失金額が 万元以上である場合。

（二） 営業秘密侵害による違法所得金額が 万元以上である場合。

（三） 権利侵害が原因で営業秘密権者が破産に至った場合。

（四） その他、営業秘密権者に重大な損失を与えた場合。

第七十四条 「他人の商業的信用・名誉又は商品の名声・名誉を損なう特定商品名誉毀損

罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」虚偽の事実を捏造し、かつ流布し、他人の商業的信

用・名誉又は商標の名声・名誉を損ない、次の各号の何れかに該当する場合は、立件し

て訴追しなければならない。

（一） 他人の直接経済損失額が 万元以上である場合。

（二） 上記の金額基準を満たしていなくても、次の各号の何れかに該当する場合は、立

件し訴追しなければならない。

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商業的信用・名誉又は商品

の名声・名誉を損なう場合

２．会社、企業などの単位に６ヵ月以上の生産・経営の停止をさせ、又は破産させた場

合

（三） 他人に重大な損失を与え、又はその他の重い情状がある場合

第七十五条 「虚偽宣伝罪（刑法 条）」広告主、広告業者、広告発行者が国家規定に

違反し、広告を利用して商品又はサービスにおける虚偽宣伝を行い、次の各号の何れか

に該当する場合は、立件して訴追しなければならない。

（一） 違法所得金額が 万元以上である場合。

（二） 一人の消費者の直接経済損失額が 万元以上、又は複数の消費者の直接経済損失

額を累計で合計 万元以上である場合。

341

　　　　



352 
 

（三） 突発事件を予防、抑止する名目を悪用し、広告を利用して虚偽宣伝を行い、複数

人が被害を受けることにより、違法所得金額が 万元以上である場合。

（四） 上記の金額基準を満たしていないが、 年以内に広告を利用して虚偽宣伝を行う

ことにより、回以上の行政処罰を受けた後、再度広告を利用し、虚偽宣伝を行った場合。

（五） 被害者に人身傷害をもたらした場合。

（六） その他、情状が重い場合 。

第七十九条 「不法経営罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」国家の規定に違反し、不法

な経営活動を行い、市場の秩序を攪乱し、次の各号の何れかに該当する場合は、立件し

て訴追しなければならない。

（五）社会秩序に深刻な危害を与え、市場の秩序を攪乱する不法出版物を出版、印刷、

複製、発行し、次の各号の何れかに該当する場合。

．個人の不法経営金額が 万元以上、単位の不法経営金額が 万元以上である場合。

．個人の違法所得金額が 万元以上、単位の違法所得金額が 万元以上である場合。

．個人が新聞 ， 部以上又は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像

製品、電子出版物 枚以上の事業活動を不法に行い、単位が新聞 ， 部以上又は定

期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像製品、電子出版物 ， 枚以上の

事業活動を不法に行った場合。

．上記の金額基準を満たしていないが、次の各号の何れかに該当する場合。

（１） 年以内に不法出版物を出版、印刷、複製、発行し、 回以上の行政処罰を受けた

後再度不法出版物を出版、印刷、複製、発行した場合。

（２）不法出版物を出版、印刷、複製、発行することにより、社会に悪影響又はその他

深刻な結果を招いた場合。

（六）出版物の出版、印刷、複製、発行業務に不法で従事し、市場の秩序を厳重に攪乱

し、次の各号の何れかに該当する場合。

．個人の不法経営金額が 万元以上、単位の不法経営金額が 万元以上である場合。

．個人の違法所得金額が 万元以上、単位の違法所得金額が 万元以上である場合。

．個人が新聞 ， 部以上又は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音

像製品、電子出版物 ， 枚以上の事業活動を不法に行い、単位が新聞 ， 部以上又

は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像製品、電子出版物 ， 枚
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（三） 突発事件を予防、抑止する名目を悪用し、広告を利用して虚偽宣伝を行い、複数

人が被害を受けることにより、違法所得金額が 万元以上である場合。

（四） 上記の金額基準を満たしていないが、 年以内に広告を利用して虚偽宣伝を行う

ことにより、回以上の行政処罰を受けた後、再度広告を利用し、虚偽宣伝を行った場合。

（五） 被害者に人身傷害をもたらした場合。

（六） その他、情状が重い場合 。

第七十九条 「不法経営罪の嫌疑に係る案件（刑法 条）」国家の規定に違反し、不法

な経営活動を行い、市場の秩序を攪乱し、次の各号の何れかに該当する場合は、立件し

て訴追しなければならない。

（五）社会秩序に深刻な危害を与え、市場の秩序を攪乱する不法出版物を出版、印刷、

複製、発行し、次の各号の何れかに該当する場合。

．個人の不法経営金額が 万元以上、単位の不法経営金額が 万元以上である場合。

．個人の違法所得金額が 万元以上、単位の違法所得金額が 万元以上である場合。

．個人が新聞 ， 部以上又は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像

製品、電子出版物 枚以上の事業活動を不法に行い、単位が新聞 ， 部以上又は定

期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像製品、電子出版物 ， 枚以上の

事業活動を不法に行った場合。

．上記の金額基準を満たしていないが、次の各号の何れかに該当する場合。

（１） 年以内に不法出版物を出版、印刷、複製、発行し、 回以上の行政処罰を受けた

後再度不法出版物を出版、印刷、複製、発行した場合。

（２）不法出版物を出版、印刷、複製、発行することにより、社会に悪影響又はその他

深刻な結果を招いた場合。

（六）出版物の出版、印刷、複製、発行業務に不法で従事し、市場の秩序を厳重に攪乱

し、次の各号の何れかに該当する場合。

．個人の不法経営金額が 万元以上、単位の不法経営金額が 万元以上である場合。

．個人の違法所得金額が 万元以上、単位の違法所得金額が 万元以上である場合。

．個人が新聞 ， 部以上又は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音

像製品、電子出版物 ， 枚以上の事業活動を不法に行い、単位が新聞 ， 部以上又

は定期刊行物 ， 冊以上又は図書 ， 冊以上又は音像製品、電子出版物 ， 枚
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以上の事業活動を不法で行った場合。

４．上記の金額基準を満たしていないが、 年以内に出版物の出版、印刷、複製、発行業

務に不法で従事したことにより 回以上の行政処罰を受けた後、再度出版物の出版、印刷、

複製、発行業務に不法で従事した場合。

最高人民法院

商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟の若干問題に関する意見

年 月 日

年 月 日より「全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国

商標法」を改正する旨の決定」が施行されて以来、人民法院は、利害関係者が

国家工商行政管理総局商標審判委員会による拒絶不服審判、異議再審審判、係

争審判及び不使用取消再審審判などの具体的な行政行為に対して提訴すると

いう商標の権利付与・権利確定に係る行政訴訟を法により受理・審理し、関係

法律の適用を積極的に探求した上、多くの裁判経験を積み重ねてきた。商標の

権利付与 権利確定に係る行政訴訟をより効果的に審理し、裁判経験をさらに

まとめ、審理基準を明確にして統一化するために、最高人民法院は前後してシ

ンポジウムを数回開催し、特定テーマの調査 研究を数回行うことにより、関

係人民法院、部門及び専門家や学者の意見を広く聴取したうえ、商標の権利付

与権利確定に係る行政訴訟における法律の適用を研究してまとめた。それに基

づいて、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法

律や規定により、裁判のプラクティスを参照して、このような行政訴訟の審理

について下記の意見を出している。

人民法院は、商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、大量

に使用されていない係争商標について、商標や商品の類似性などの権利付与権

利確定の条件を審査判断し、先行の商業標章との抵触問題を処理する場合、商

標の権利付与権利確定を法により適当に厳しく把握し、消費者と同業経営者の

利益を十分に考慮した上、不正の先取り出願行為を効果的に抑制し、他人が持

っている高い知名度及び強い顕著性のある先行商標、企業名称などの商業標章

343

　　　　



354 
 

の権益に対する保護を重要視し、商業標章を混同する可能性をできるだけ無く

すべきである。使用期間が長く、高い声誉を持っており、かつ関係公衆の群体

を有する係争商標について、先行の商業標章の権益への保護と市場秩序の維持

を調和するという商標法の立法精神を正しく把握し、関係公衆が客観的に関係

商業標章を区別できるという事実を十分尊重し、形成した且つ安定した市場秩

序の保護を重要視すべきである。

実践中、ある標章又はその構成要素には誇大なことがあるものの、日常生活

の経験或いは関係公衆の一般的な認識などに基づき誤解を招くには至らない

場合、人民法院は誇大に宣伝し、かつ欺瞞性を帯びた標章と認定すべきではな

い。

人民法院は、関係標章がその他の不良な影響があるか否かを審査し判断する

とき、当該標章又はその構成要素が我が国の政治、経済、文化、宗教、民族な

どの社会公共利益と公共秩序に消極的な影響を与えるか否かを考慮すべきで

ある。関係標章の登録が特定の民事権益にのみ損害を与える場合は、商標法に

は別の救済方法及び関係手続が規定されているので、その他の不良な影響があ

ると認定すべきではない。

商標法の規定によれば、県以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外

国地名は通常、商標として登録、使用してはならない。実践中、地名と他の要

素からなる商標について、他の要素によって全体として顕著な特徴を有するよ

うになり、地名の意味がなくなるか、又は地名を主な意味としない場合は、県

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を含むことを理由と

して登録できないと認定すべきではない。

人民法院は、商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、係争

商標の指定商品の関係公衆の一般認識に基づいて、商標は全体として顕著な特

徴を有するか否かを全体的に審査し判断すべきである。標章にある描写的な要

素は、商標の全体の顕著な特徴に対して影響がない場合、又は描写的な要素は

独特な形式で表現され、関係公衆が商品の出所を識別できる場合、顕著な特徴

を有すると認定すべきである。
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の権益に対する保護を重要視し、商業標章を混同する可能性をできるだけ無く

すべきである。使用期間が長く、高い声誉を持っており、かつ関係公衆の群体

を有する係争商標について、先行の商業標章の権益への保護と市場秩序の維持

を調和するという商標法の立法精神を正しく把握し、関係公衆が客観的に関係

商業標章を区別できるという事実を十分尊重し、形成した且つ安定した市場秩

序の保護を重要視すべきである。

実践中、ある標章又はその構成要素には誇大なことがあるものの、日常生活

の経験或いは関係公衆の一般的な認識などに基づき誤解を招くには至らない

場合、人民法院は誇大に宣伝し、かつ欺瞞性を帯びた標章と認定すべきではな

い。

人民法院は、関係標章がその他の不良な影響があるか否かを審査し判断する

とき、当該標章又はその構成要素が我が国の政治、経済、文化、宗教、民族な

どの社会公共利益と公共秩序に消極的な影響を与えるか否かを考慮すべきで

ある。関係標章の登録が特定の民事権益にのみ損害を与える場合は、商標法に

は別の救済方法及び関係手続が規定されているので、その他の不良な影響があ

ると認定すべきではない。

商標法の規定によれば、県以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外

国地名は通常、商標として登録、使用してはならない。実践中、地名と他の要

素からなる商標について、他の要素によって全体として顕著な特徴を有するよ

うになり、地名の意味がなくなるか、又は地名を主な意味としない場合は、県

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を含むことを理由と

して登録できないと認定すべきではない。

人民法院は、商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、係争

商標の指定商品の関係公衆の一般認識に基づいて、商標は全体として顕著な特

徴を有するか否かを全体的に審査し判断すべきである。標章にある描写的な要

素は、商標の全体の顕著な特徴に対して影響がない場合、又は描写的な要素は

独特な形式で表現され、関係公衆が商品の出所を識別できる場合、顕著な特徴

を有すると認定すべきである。
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人民法院は、商標の権利付与権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、中国

国内の関係公衆の一般認識に基づいて、係争の外国語商標が顕著な特徴を有す

るか否かを審査し判断すべきである。係争標章における外国語は固有の意味が

あるものの、関係公衆が当該標章に基づき商品の出所を識別できる場合は、顕

著な特徴の認定に対して影響を与えない。

．人民法院は係争商標が普通名称であるか否かを判断するとき、それが法定

の商品名または社会に普及し定着される商品名に属するか否かを審査しなけ

ればならない。法的規定または国家基準、業界基準により商品の普通名称に属

する商標は普通名称であると認定しなければならない。関係公衆はある名称が

一種の商品を表すと一般的に認める場合、当該名称は社会に普及し定着される

普通名称であると認定しなければならない。専門事典、辞書に商品名として収

録されたものは、社会に普及し定着される普通名称の認定の参考になる。

社会に普及し定着される普通名称は、通常、中国全域以内の関係公衆の通常の

認識を判断基準とする。歴史伝統、風俗習慣及び地理環境などの原因により、

関係市場で形成された固有の商品が、当該関係市場で通用される名称は普通名

称であると認定することができる。

出願人は、その登録出願商標が部分的な地域以内に、社会に普及し定着される

商品名称であることを知っているまたは知るべき場合、その登録出願商標は普

通名称と認められなければならない。

．人民法院は係争商標が普通名称であるか否かを判断するとき、一般的には、

商標登録出願時の事実状態を基準とする。出願時に普通名称でないが、登録の

時に既に普通名称となった場合、当該商標は本商品の普通名称であると認定し

なければならない。出願時に普通名称であるが、登録の時に普通名称でない場

合、当該商標の登録を妨げない。

．ある標章は、単に又は主に、その使用商品の品質、主な原材料、機能、用

途、重量、数量、製造地などの特徴だけを描写説明する場合、顕著な特徴を有

していないと認定しなければならない。標章又はその構成要素は商品の特徴を

暗示して、商品の出所の識別機能に影響を与えない場合、上述の状況に該当し

ない。
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．人民法院は、著名商標の保護に関する権利付与権利確定に係る行政訴訟を

審理するとき、「最高人民法院の著名商標の保護に関る民事紛争事件の審理に

おける法律適用の若干問題に関する解釈」の第 条、第 条及び第 条など

の関連規定を参照することができる。

．中国で登録済みの著名商標について、非類似の商品において保護の範囲を

確定するとき、その著名程度に適応することに注意すべきである。中国で社会

公衆に周知される登録済みの著名商標について、非類似の商品において保護範

囲を確定するとき、その著名程度に適応して、比較的広い範囲の保護を与える

べきである。

．商標弁理士、代理人または取次販売、代理などの販売代理関係上の代理人

＆代表者は、許諾を得ずに、自己の名義で被代理人または被代表者の商標を登

録する場合、人民法院は、それは代理人代表者が被代理人被代表者の商標を先

取りして出願する行為であると判断しなければならない。裁判のプラクティス

では、一部の先取り出願行為は代理代表関係の相談中の段階に発生する場合、

すなわち、先取り出願が前に行われ、代理 代表関係が後に形成された場合、

それは、代理人代表者の先取り出願行為と見なさなければならない。上記代理

人代表者と共謀して先取り出願行為を行う商標登録出願人は代理人または代

表者と見なすことができる。共謀して先取り出願するという行為は、状況に応

じて、商標登録出願人と上記代理人または代表者との特定の関係などに基づい

て推定することができる。

．代理人または代表者が登録出願できない商標 標章は、被代理人または被

代表者の商標と同一の標章のほか、類似の標章も含む。登録出願できない商品

は、被代理人または被代表者の商標を使用する商品と同一の商品のほか、類似

の商品も含む。

．人民法院は商標権利付与 権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、商品

と商標の類似を判断する場合、「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」の関連規定を参考にすることがで

きる。
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．人民法院は、著名商標の保護に関する権利付与権利確定に係る行政訴訟を

審理するとき、「最高人民法院の著名商標の保護に関る民事紛争事件の審理に

おける法律適用の若干問題に関する解釈」の第 条、第 条及び第 条など

の関連規定を参照することができる。

．中国で登録済みの著名商標について、非類似の商品において保護の範囲を

確定するとき、その著名程度に適応することに注意すべきである。中国で社会

公衆に周知される登録済みの著名商標について、非類似の商品において保護範

囲を確定するとき、その著名程度に適応して、比較的広い範囲の保護を与える

べきである。

．商標弁理士、代理人または取次販売、代理などの販売代理関係上の代理人

＆代表者は、許諾を得ずに、自己の名義で被代理人または被代表者の商標を登

録する場合、人民法院は、それは代理人代表者が被代理人被代表者の商標を先

取りして出願する行為であると判断しなければならない。裁判のプラクティス

では、一部の先取り出願行為は代理代表関係の相談中の段階に発生する場合、

すなわち、先取り出願が前に行われ、代理 代表関係が後に形成された場合、

それは、代理人代表者の先取り出願行為と見なさなければならない。上記代理

人代表者と共謀して先取り出願行為を行う商標登録出願人は代理人または代

表者と見なすことができる。共謀して先取り出願するという行為は、状況に応

じて、商標登録出願人と上記代理人または代表者との特定の関係などに基づい

て推定することができる。

．代理人または代表者が登録出願できない商標 標章は、被代理人または被

代表者の商標と同一の標章のほか、類似の標章も含む。登録出願できない商品

は、被代理人または被代表者の商標を使用する商品と同一の商品のほか、類似

の商品も含む。

．人民法院は商標権利付与 権利確定に係る行政訴訟を審理するとき、商品

と商標の類似を判断する場合、「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」の関連規定を参考にすることがで

きる。
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．人民法院は関連商品役務が類似するかどうかを判断するとき、次の基準を

考慮すべきである。すなわち、①商品の機能、用途、生産部門、販売ルート、

消費者などは同じであるか、又は関連性が大きいかどうか；②役務の目的、内

容、手段、対象などは同じであるか、又は関連性が大きいかどうか；③商品と

役務は関連性が大きいかどうか、商品と役務の提供者が同一であるか、又は提

供者の間に特定の関連があると、関連公衆に容易に誤認させるかどうか。また、

「商標登録用の商品及びサービスの国際分類表」、「類似商品及び役務の区分

表」は類似商品又は役務を判断するときの参考にすることができる。

．人民法院は、商標が類似するかどうかを認定するとき、商標の構成要素及

び全体の類似性を考慮すべきであるし、関連商標の顕著性及び知名度、使用商

品の関連性などの要素も考慮すべきである。そして、容易に混同を生じさせる

ことは判断の基準とすべきである。

．商標法第 条の「商標の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはい

けない」という概括的な規定を正しく理解応用すべきである。人民法院は係争

商標が先に存在する他人の権利を侵害するかどうかを判断するとき、商標法に

特別に規定された先行権利について、商標法の特別な規定に基づいて保護を与

える。商標法に特別な規定がないが、民法通則および他の法律の規定によれば

保護すべき合法的な利益であれば、この概括的な規定に基づいて保護すべきで

ある。

人民法院は係争商標が他人の先に存在する権利を侵害するかどうかを審理裁

判するとき、係争商標の出願日を基点とするのは一般的である。先行権利は、

係争商標の登録の時に、すでに消滅された場合は、係争商標の登録を妨げない。

．商標法の規定によれば、出願人は不正手段で他人が既に使用しかつ一定の

影響力を有する商標を先取りしてはいけない。もし出願人は、他人が既に使用

し且つ一定の影響力を有する商標を知っている又は知るべきものの、他人の商

標を先取りした場合、不正な手段を取ったと認定することができる。

中国国内に実際に使用されかつ一定の地域の範囲内で関連公衆に知られた商

標は、すでに使用しかつ一定の影響力を有する商標と認定されるべきである。
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先行商標が一定の継続的な使用時間、地域、販売量又は広告宣伝などを有する

ことを証明できる証拠があれば、一定の影響力があると認定することができる。

すでに使用しかつ一定の影響を有する商標は、非類似の商品に保護を与えるべ

きではない。

．人民法院は登録商標を取り消す行政事件を審理する場合、係争商標が他の

不正手段で登録したものであるかどうかを審理判断するとき、欺瞞的な手段以

外の商標登録秩序を乱し、公的利益を損害し、公的資源の不正占用し、又は他

の方式で不正な利益を図る手段に属するかどうかを考慮すべきである。特定の

民事権益のみを侵害する場合、商標法第 条第 項、第 項および商標法の

ほかの規定を採用して審査判断すべきである。

．人民法院は、三年不使用登録商標の取消に係る行政事件を審理するとき、

商標法の関連規定の立法精神に基づいて、係る行為は実際の使用行為を構成す

るかどうかを正確に判断すべきである。

商標権者の自らの使用、他人に許諾する使用及び商標権者の意志に背かないそ

の他の使用は、全て実際の使用行為と認定されるべきである。実際使用の商標

は登録商標との差異はわずかであり、顕著な特徴が変わらない場合、登録商標

の使用と見なすことができる。登録商標を実際に使用しておらず、譲渡、許諾

行為、又は商標の登録情報の公布、或いは、登録商標の専用権の声明だけでは、

商標の使用と認定されるべきではない。

商標権者は不可抗力、政策による制限、破産清算などの客観的な事由により、

登録商標を実際に使用できないか又は使用停止するか、或いは、商標権者は、

商標を使用する真実の意図を有しかつ実際使用の必要な準備をしたが、ほかの

客観的な事由により登録商標を実際に使用していない場合は、すべて正当な理

由があると認定されることができる。
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最新行政法規

専利行政法執行弁法 第 号

「専利行政法執行弁法」は局務会議にて採決されたので、ここに公布し、 年 月 日

より施行する。

局 長 田力普

年 月 日

第一章 総 則

第一条 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 専利業務管理部門は専門機構を設け、又は専任の法執法官を割り当て、専利行

政法執行を行わなければならない。

案件を引き受けた法執法官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、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 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
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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執法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、当事者は当該執法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。

執法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執法官が本事案への関与を一時中止しなければ

ならない。

第二章 専利権侵害紛争の処理

第八条 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。

350

資料編



360 
 

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執法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、当事者は当該執法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。

執法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執法官が本事案への関与を一時中止しなければ

ならない。

第二章 専利権侵害紛争の処理

第八条 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。
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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。
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第九条 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。

第十一条 請求が本弁法第八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 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 名又は 名以上の奇数の執法官を指定する。請求が本弁法第八条の規定に適わな

い場合、専利業務管理部門は請求書を受取った日から 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。

第十二条 専利業務管理部門は立案日から 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 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 業務日内に答弁

書の副本を請求者に送達する。
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第十三条 専利業務管理部門は専利権侵害紛争を処理するとき、当事者の意志に基いて

調停を行うことができる。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。

第十四条 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 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。

第十五条 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、執法官と参加者が署名又

は押印する。

第十六条 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。

第十七条 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。
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第十三条 専利業務管理部門は専利権侵害紛争を処理するとき、当事者の意志に基いて

調停を行うことができる。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。

第十四条 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 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。

第十五条 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、執法官と参加者が署名又

は押印する。

第十六条 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。

第十七条 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。
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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。

第十八条 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。

第十九条 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 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、 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。

第二十一条 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 日以内に意見陳述書を提出するよう命じる。

第二十二条 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

は速やかに立件し、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。
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第二十三条 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。

第二十四条 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。

第二十五条 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 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

第二十六条 専利業務管理部門は専利詐称嫌疑のある行為を発見、又は通報により発見

した場合、速やかに立案し、 名又は 名以上の執法官を指定して調査を行わせなければ

ならない。

第二十七条 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。

第二十八条 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、当事者と案件執法官により署名、又は調印されな

ければならない。当事者が署名又は捺印を拒否した場合、案件執法官は記録書にその状

況を明記する。リストは当事者に 部渡さなければならない。

第二十九条 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
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第二十三条 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。

第二十四条 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。

第二十五条 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 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

第二十六条 専利業務管理部門は専利詐称嫌疑のある行為を発見、又は通報により発見

した場合、速やかに立案し、 名又は 名以上の執法官を指定して調査を行わせなければ

ならない。

第二十七条 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。

第二十八条 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、当事者と案件執法官により署名、又は調印されな

ければならない。当事者が署名又は捺印を拒否した場合、案件執法官は記録書にその状

況を明記する。リストは当事者に 部渡さなければならない。

第二十九条 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
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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。

第三十一条 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。

第三十二条 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。

第三十三条 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。

第三十四条 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 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、 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
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しない。

第五章 調査・証拠を集める

第三十五条 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。

執法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。当事者と関係者は執法官に協力して、事実通りに事情を報告しなけれ

ばならず、拒否や妨害をしてはならない。

第三十六条 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

録書は執法官、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、執法官が記録書にその状況を明記する。

第三十七条 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、

かつ執法官、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、執法官が記録書にその状況を明記する。リ
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しない。

第五章 調査・証拠を集める

第三十五条 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。

執法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。当事者と関係者は執法官に協力して、事実通りに事情を報告しなけれ

ばならず、拒否や妨害をしてはならない。

第三十六条 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

録書は執法官、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、執法官が記録書にその状況を明記する。

第三十七条 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、

かつ執法官、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、執法官が記録書にその状況を明記する。リ
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ストは被調査者に 部渡すものとする。

第三十八条 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 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、かつ執法官、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、執法官が記録書にその状況を明記する。リストは被調査者に 部渡

すものとする。

第三十九条 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

第四十一条 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
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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）権利侵害行為を停止するためのその他の必要な措置。

第四十二条 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。

第四十三条 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
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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）権利侵害行為を停止するためのその他の必要な措置。

第四十二条 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。

第四十三条 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
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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）その他の必要な是正措置。

第四十四条 専利業務管理部門が専利詐称行為の成立を認定し、処罰決定を出した場合、

それを公告しなければならない。

第四十五条 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。

第四十六条 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。

第四十七条 専利詐称行為の行為者は処罰決定書を受取った日から 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、 日に当たって罰金の ％を増やす。

第四十八条 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

第四十九条 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

359

　　　　



370 
 

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。

第五十条 本弁法は国家知識産権局により解釈される。

第五十一条 本弁法は 年 月 日より施行する。 年 月 日に国家知識産権局令

第 号にて発布した「専利行政法執行弁法」は同時に廃止する。

知的財産権海関保護条例

年 月 日に中華人民共和国国務院令第 号により公布され、 年 月 日に

「国務院の「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」改訂に関する決定」に基づき改

訂を行った。

第一章 総則

第一条 海関による知的財産権の保護を実施し、対外経済貿易及び科学技術・文化の交

流を促進し、公共の利益を維持することを目的として、「中華人民共和国海関法」に従

い、本条例を制定する。

第二条 本条例にいう海関による知的財産権の保護とは、海関が輸出入の貨物に関して

中華人民共和国の法律、行政法規によって保護された商標権、著作権及び著作権に関わ

る権利、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。

海関は関連する法律及び本条例の規定に基づき、知的財産権の保護を実施し、「中華人

民共和国海関法」に規定された関連の権力を行使する。

第四条 知的財産権の権利者は海関に知的財産権の保護の実施を請求する場合には、海関

に保護措置を採る旨の申請をしなければならない。

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

規定に基づき、輸出入貨物に関する知的財産権の状況事実を海関に報告し、且つその関

連証明書類を提出しなければならない。

第六条 海関は知的財産権の保護を実施するときには、関係当事者の営業秘密を保護し

なければならない。

第二章 知的財産権の登録

第七条 知的財産権の権利者は本条例の規定に基づき、その知的財産権の登録を海関総
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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。

第五十条 本弁法は国家知識産権局により解釈される。

第五十一条 本弁法は 年 月 日より施行する。 年 月 日に国家知識産権局令

第 号にて発布した「専利行政法執行弁法」は同時に廃止する。

知的財産権海関保護条例

年 月 日に中華人民共和国国務院令第 号により公布され、 年 月 日に

「国務院の「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」改訂に関する決定」に基づき改

訂を行った。

第一章 総則

第一条 海関による知的財産権の保護を実施し、対外経済貿易及び科学技術・文化の交

流を促進し、公共の利益を維持することを目的として、「中華人民共和国海関法」に従

い、本条例を制定する。

第二条 本条例にいう海関による知的財産権の保護とは、海関が輸出入の貨物に関して

中華人民共和国の法律、行政法規によって保護された商標権、著作権及び著作権に関わ

る権利、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。

海関は関連する法律及び本条例の規定に基づき、知的財産権の保護を実施し、「中華人

民共和国海関法」に規定された関連の権力を行使する。

第四条 知的財産権の権利者は海関に知的財産権の保護の実施を請求する場合には、海関

に保護措置を採る旨の申請をしなければならない。

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

規定に基づき、輸出入貨物に関する知的財産権の状況事実を海関に報告し、且つその関

連証明書類を提出しなければならない。

第六条 海関は知的財産権の保護を実施するときには、関係当事者の営業秘密を保護し

なければならない。

第二章 知的財産権の登録

第七条 知的財産権の権利者は本条例の規定に基づき、その知的財産権の登録を海関総

371 
 

署に申請することができる。登録を申請する場合には、申請書を提出しなければならな

い。

申請書には以下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、内容及び関連情報。

（三）知的財産権の使用許諾の状況。

（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、生産地、出入

境地の海関、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、出入境地の海関、主な特徴、

価格等。

前項に規定した申請書の内容に証明書類がある場合には、知的財産権の権利者は証明書

類を添付し送付しなければならない。

第八条 海関総署は全ての申請書類を受領した日より 労働日以内に登録するか否か

を決定し、且つ書面により申請者に通知する。登録しない場合には、その理由を説明し

なければならない。

以下に掲げる状況の一がある場合には、海関総署はこれを登録しない。

（一）申請書類が完全でないか又は無効である場合。

（二）申請人が知的財産権の権利者でない場合。

（三）知的財産権が法律、行政法規による保護を受けられない場合。

第九条 海関総署は、知的財産権の権利者が知的財産権登録申請においてその関連状況

又は文書をありのままに提出していないことを発見した場合には、その登録を取消すこ

とができる。

第十条 知的財産権海関保護登録は海関総署が登録を認可した日より効力を生じ、有効

期間は 年とする。

知的財産権が有効であるときは、知的財産権の権利者は知的財産権海関保護登録の有効

期間の満了日前 ヶ月内に、海関総署に更新登録を申請することができる。毎次の更新登

録の有効期間は 年とする。

知的財産権海関保護登録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、知的財産権海関保護登録は
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直ちに失効する。

第十一条 登録された知的財産権に変更が生じた場合には、知的財産権の権利者は変更

が生じた日より 労働日以内に、海関総署に登録の変更又は取消の手続をしなければな

らない。

知的財産権の権利者が前項の規定に従って変更または取消の手続を行わず、他人の合法

的な輸出入または海関の法に基づく監督管理職責の履行に対して深刻な影響を与えた場

合、海関総署は関連の利害関係者の申立に基づいて関連登録の取消を行うことができ、

自発的に関連登録の取消を行うこともできる。

第三章 権利侵害疑義貨物の差押え申請及びその処理

第十二条 知的財産権の権利者は、権利侵害の疑義がある貨物が輸出入されようとして

いることを発見した場合には、貨物の出入境地の海関に権利侵害疑義貨物の差押えを申

請することができる。

第十三条 知的財産権の権利者は、海関の権利侵害疑義貨物の差押えを申請する場合に

は、申請書及び関連証明文書を提出し、且つ権利侵害の事実があることを証明できる十

分な証拠を提出しなければならない。

申請書には以下に掲げる主な内容を含めなければならない。

（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）権利侵害疑義貨物の荷受人及び荷送人の名称。

（四）権利侵害疑義貨物の名称、規格等。

（五）権利侵害疑義貨物の出入されうる貿易港、時間、運輸手段等。

権利侵害疑義貨物が、登録された知的財産権を侵害する疑いがある場合には、申請書に

海関登録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、海関による権利侵害疑義貨物の差押えを請求する場

合には、海関に貨物の価値を上回らない担保金を提供しなければならず、それをもって

不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押え後の貨物の倉庫貯蔵、保

管、及び処理の費用を支払う。知的財産権の権利者が貯蔵、保管費用を直接に倉庫業者

に支払う場合には、担保金より控除する。具体的な方法は別途海関総署が制定する。

第十五条 知的財産権の権利者は、権利侵害疑義貨物の差押えを申請する場合、本条例
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直ちに失効する。

第十一条 登録された知的財産権に変更が生じた場合には、知的財産権の権利者は変更

が生じた日より 労働日以内に、海関総署に登録の変更又は取消の手続をしなければな

らない。

知的財産権の権利者が前項の規定に従って変更または取消の手続を行わず、他人の合法

的な輸出入または海関の法に基づく監督管理職責の履行に対して深刻な影響を与えた場

合、海関総署は関連の利害関係者の申立に基づいて関連登録の取消を行うことができ、

自発的に関連登録の取消を行うこともできる。

第三章 権利侵害疑義貨物の差押え申請及びその処理

第十二条 知的財産権の権利者は、権利侵害の疑義がある貨物が輸出入されようとして

いることを発見した場合には、貨物の出入境地の海関に権利侵害疑義貨物の差押えを申

請することができる。

第十三条 知的財産権の権利者は、海関の権利侵害疑義貨物の差押えを申請する場合に

は、申請書及び関連証明文書を提出し、且つ権利侵害の事実があることを証明できる十

分な証拠を提出しなければならない。

申請書には以下に掲げる主な内容を含めなければならない。

（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）権利侵害疑義貨物の荷受人及び荷送人の名称。

（四）権利侵害疑義貨物の名称、規格等。

（五）権利侵害疑義貨物の出入されうる貿易港、時間、運輸手段等。

権利侵害疑義貨物が、登録された知的財産権を侵害する疑いがある場合には、申請書に

海関登録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、海関による権利侵害疑義貨物の差押えを請求する場

合には、海関に貨物の価値を上回らない担保金を提供しなければならず、それをもって

不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押え後の貨物の倉庫貯蔵、保

管、及び処理の費用を支払う。知的財産権の権利者が貯蔵、保管費用を直接に倉庫業者

に支払う場合には、担保金より控除する。具体的な方法は別途海関総署が制定する。

第十五条 知的財産権の権利者は、権利侵害疑義貨物の差押えを申請する場合、本条例
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第十三条の規定を満たし、且つ本条例第十四条の規定に基づき担保を提供した場合には、

海関は権利侵害疑義貨物を差押え、書面により知的財産権の権利者に通知し、且つ海関

の差押え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は権利侵害疑義貨物の差押えを申請し、本条例第十三条の規定を満

たさない、又は本条例第十四条の規定に基づく担保金を提供しない場合には、海関は申

請を却下し、且つ書面で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 海関は、輸出入貨物に登録された知的財産権を侵害する疑いがあることを発

見した場合には、書面により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

権の権利者は送達の日より３労働日以内に本条例の第十三条の規定に基づき申請を提出

し、且つ本条例第十四条の規定に基づき担保金を提供した場合には、海関は権利侵害疑

義貨物を差押え、書面により知的財産権の権利者に通知し、且つ海関の差押え証書を荷

受人又は荷送人に送付しなければならない。知的財産権の権利者が期間を越えても申請

せず又は担保金を提供しない場合、海関は貨物を差押えてはならない。

第十七条 知的財産権の権利者及び荷受人又は荷送人は、海関の同意を経た後であれば

関連貨物を調べることができる。

第十八条 荷受人又は荷送人は、その貨物が権利者の知的財産権を侵害しないと主張す

場合には、海関に対して書面により説明し且つ関連証拠を添付しなければならない。

第十九条 専利権侵害疑義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

しないと主張する場合には、海関に貨物と同等価値の担保金を提出した後、海関にその

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期間内に人民法院に

起訴しない場合には、海関は担保金を返済しなければならない。

第二十条 海関は、輸出入貨物が登録された知的財産権を侵害する疑いがあることを発

見し且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海関に権利侵害疑義

貨物の差押えを請求する場合には、海関は差押えた日から３０労働日以内に、差押えら

れた権利侵害疑義貨物について知的財産権侵害の有無について調査し認定しなければな

らない。認定できない場合には、書面により直ちに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 海関は差押えられた権利侵害疑義貨物の調査に知的財産権主管部門の協

力を請求する場合、関連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。
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知的財産権主管部門は、輸出入貨物に係る権利侵害事件の処理に海関の協力を請求する

場合、海関はこれに協力しなければならない。

第二十二条 海関が差押えられた権利侵害疑義貨物及びその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、海関に保護措置を採るよう申請した後、「中華人

民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国専利法」またはそ

の他の関連法律の規定に基づき、差押えられた権利侵害疑義貨物について人民法院に権

利侵害行為の停止又は財産保全措置を採るよう請求することができる。

海関は、人民法院による権利侵害行為の停止又は財産保全の執行協力通知を受けた場合、

これに協力しなければならない。

第二十四条 以下に掲げる状況の一がある場合、海関は差押えられた権利侵害疑義貨物

を通過させなければならない。

（一）海関が本条例第十五条の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、

差押えた日より 労働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）海関が本条例第十六条の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、

差押えた日より 労働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、且つ調

査を経ても差押えた権利侵害疑義貨物が知的財産権を侵害していると認定できない場合。

（三）専利権侵害疑義貨物の荷受人又は荷送人が、海関に貨物と等価の担保金を提供し、

海関にその貨物の通過を請求した場合。

（四）荷受人又は荷送人が、その貨物が権利者の知的財産権を侵害していないことを立

証するに十分な証拠を持っていると海関が認めた場合。

（五）海関が差押さえられた権利侵害疑義貨物を権利侵害貨物として認定する前に、知

的財産権の権利者が権利侵害疑義貨物差押さえの請求を取消した場合。

第二十五条 海関が本条例の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合には、知的

財産権の権利者は関連する倉庫貯蔵、保管及び処理の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い場合、海関はその海関に提供された担保金

から控除し、又は担保人に関連する担保責任を負わせることができる。

権利侵害疑義貨物が知的財産権を侵害していると認められた場合には、知的財産権の権

利者はその支払った関連する倉庫貯蔵、保管及び処理等の費用を権利侵害行為の差止め
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知的財産権主管部門は、輸出入貨物に係る権利侵害事件の処理に海関の協力を請求する

場合、海関はこれに協力しなければならない。

第二十二条 海関が差押えられた権利侵害疑義貨物及びその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、海関に保護措置を採るよう申請した後、「中華人

民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国専利法」またはそ

の他の関連法律の規定に基づき、差押えられた権利侵害疑義貨物について人民法院に権

利侵害行為の停止又は財産保全措置を採るよう請求することができる。

海関は、人民法院による権利侵害行為の停止又は財産保全の執行協力通知を受けた場合、

これに協力しなければならない。

第二十四条 以下に掲げる状況の一がある場合、海関は差押えられた権利侵害疑義貨物

を通過させなければならない。

（一）海関が本条例第十五条の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、

差押えた日より 労働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）海関が本条例第十六条の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合であって、

差押えた日より 労働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、且つ調

査を経ても差押えた権利侵害疑義貨物が知的財産権を侵害していると認定できない場合。

（三）専利権侵害疑義貨物の荷受人又は荷送人が、海関に貨物と等価の担保金を提供し、

海関にその貨物の通過を請求した場合。

（四）荷受人又は荷送人が、その貨物が権利者の知的財産権を侵害していないことを立

証するに十分な証拠を持っていると海関が認めた場合。

（五）海関が差押さえられた権利侵害疑義貨物を権利侵害貨物として認定する前に、知

的財産権の権利者が権利侵害疑義貨物差押さえの請求を取消した場合。

第二十五条 海関が本条例の規定に基づき権利侵害疑義貨物を差押えた場合には、知的

財産権の権利者は関連する倉庫貯蔵、保管及び処理の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い場合、海関はその海関に提供された担保金

から控除し、又は担保人に関連する担保責任を負わせることができる。

権利侵害疑義貨物が知的財産権を侵害していると認められた場合には、知的財産権の権

利者はその支払った関連する倉庫貯蔵、保管及び処理等の費用を権利侵害行為の差止め
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に支払う合理的支出に算入することができる。

第二十六条 海関は、知的財産権保護の実施において犯罪事件に係わる恐れがあること

を発見した場合、これを法により公安機関に移送し処理しなければならない。

第四章 法律責任

第二十七条 差押えられた権利侵害疑義貨物が、海関の調査を経たのち知的財産権を侵

害していると認められた場合には、海関はこれを没収する。

海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より

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には、海関は

これを関連の公益機構に交付し社会公益事業に用いなければならない。知的財産権の権

利者に購入意欲がある場合には、海関は有償で知的財産権の権利者に譲渡することがで

きる。没収された知的財産権侵害貨物を社会公益事業に用いる方法がなく且つ知的財産

権の権利者に購入意思が無い場合には、海関は権利侵害の特徴を削除したのち法により

競売に付すことができる。ただし偽造商標が付された輸入貨物については特殊な状況を

除き、単に貨物上の商標標識を除去するだけでは同貨物の商業ルートに投入することを

認めてはならない。権利侵害の特徴を削除する方法が無い場合には、海関はそれを廃棄

しなければならない。

第二十八条 海関が知的財産権保護の登録及び知的財産権の保護措置の申請を受理し

た後、知的財産権の権利者が確実な情況を提供しないことにより権利侵害貨物を発見で

きず、速やかに保護措置をとることができない又は保護措置が十分でない場合、知的財

産権の権利者は自ら責任を負わなければならない。

知的財産権の権利者が海関に権利侵害疑義貨物の差押えを請求した後、海関が差押えた

権利侵害疑義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い、

又は人民法院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には、

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たことにより、犯罪を構成した場合

には、法により刑事責任を追及する。

第三十条 海関の職員が知的財産権の保護を実施する場合、職務を怠慢し、職権を濫用

し、私利のため不正を働き、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
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犯罪を構成しない場合には、法により行政処分を行う。

第五章 附則

第三十一条 個人が国境を越えて物品を携帯又は郵送する場合、個人で使用する合理的

数量を超え、且つ本条例第二条に規定した知的財産権を侵害する場合には、権利侵害貨

物として処理を行う。

第三十二条 知的財産権の権利者は、その知的財産権を海関総署に登録する場合、国家

の関連規定に基づき登録費用を支払わなければならない。

第三十三条 本条例は 年 月 日より施行する。 年 月 日に国務院が発布した

「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」は同時に廃止する。

．最新部門規定

国家知識産権局行政復議規程（第 号）

局務会議で検討の上採決した「国家知識産権局行政復議規程」はここに発表し、

年 月 日から施行する。

局 長 田力普

年 月 日

第一章 総則

第一条 違法又は不当な具体的な行政行為を防止、是正し、公民や法人、その他の組織

の合法的権益を保護し、国家知識産権局が法により職権を行使することを保障、監督す

るために、「中華人民共和国行政復議法」と「中華人民共和国行政復議法実施条例」に

基づき、本規程を制定する。

第二条 公民や法人、その他の組織が、国家知識産権局の具体的な行政行為がその合法

的権益を侵害していると認める場合、本規程に基づいて国家知識産権局に行政復議を申

請することができる。

第三条 国家知識産権局の法制業務を担当する機構（以下、「行政複議機構」という）

は行政復議の具体的な業務を担当し、次の職責を履行する。

（一）行政復議申請を受理する。
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犯罪を構成しない場合には、法により行政処分を行う。

第五章 附則

第三十一条 個人が国境を越えて物品を携帯又は郵送する場合、個人で使用する合理的

数量を超え、且つ本条例第二条に規定した知的財産権を侵害する場合には、権利侵害貨

物として処理を行う。

第三十二条 知的財産権の権利者は、その知的財産権を海関総署に登録する場合、国家

の関連規定に基づき登録費用を支払わなければならない。

第三十三条 本条例は 年 月 日より施行する。 年 月 日に国務院が発布した

「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」は同時に廃止する。

．最新部門規定

国家知識産権局行政復議規程（第 号）

局務会議で検討の上採決した「国家知識産権局行政復議規程」はここに発表し、

年 月 日から施行する。

局 長 田力普

年 月 日

第一章 総則

第一条 違法又は不当な具体的な行政行為を防止、是正し、公民や法人、その他の組織

の合法的権益を保護し、国家知識産権局が法により職権を行使することを保障、監督す

るために、「中華人民共和国行政復議法」と「中華人民共和国行政復議法実施条例」に

基づき、本規程を制定する。

第二条 公民や法人、その他の組織が、国家知識産権局の具体的な行政行為がその合法

的権益を侵害していると認める場合、本規程に基づいて国家知識産権局に行政復議を申

請することができる。

第三条 国家知識産権局の法制業務を担当する機構（以下、「行政複議機構」という）

は行政復議の具体的な業務を担当し、次の職責を履行する。

（一）行政復議申請を受理する。
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（二）関連部門や人員を調査し証拠を取り、関連文書や資料を調査する。

（三）具体的な行政行為が合法・適切であるかどうかを審査する。

（四）併せて請求される行政賠償を処理する。

（五）行政復議の法律文書を制定、作成、発送する。

（六）行政復議の決定を不服として行政訴訟を提起された場合の応訴を行なう。

（七）行政復議決定の履行を督促する。

（八）行政復議、行政応訴事件の統計及び重大な行政復議決定の届出を行う。

（九）行政復議の実施中にあった問題を研究し、適時に関連部門に行政復議の意見又は

提案を提出する。

第二章 行政復議の範囲と参加者

第四条 本規程第五条に定める状況を除き、次の状況の一つに当たる場合、行政復議を

申請することができる。

（一）専利出願、専利権に関する国家知識産権局の具体的な行政行為に不服がある場合。

（二）集積回路の回路配置の登録出願、回路配置専有権に関する国家知識産権局の具体

的な行政行為に不服がある場合。

（三）専利復審、無効宣告の手続きに関する国家知識産権局専利復審委員会の決定に不

服がある場合。

（四）専利代理の管理に関する国家知識産権局の具体的な行政行為に不服がある場合。

（五）国家知識産権局の行ったその他の具体的な行政行為がその合法的権益を侵害する

と認められる場合。

第五条 次の状況の一つに当たる場合、行政復議を申請することができない。

（一）専利出願人が専利出願を却下する決定に不服がある場合。

（二）復審請求人が復審請求の審査決定に不服がある場合。

（三）専利権者又は無効宣告請求人が無効宣告請求の審査決定に不服がある場合。

（四）専利権者又は強制実施権許諾の実施権者が強制実施権の実施料に関する裁定に不

服がある場合。

（五）国際出願の出願人が、国家知識産権局が国際出願の受理機関、国際調査機関、国

際予備審査機関として行った決定に不服がある場合。

（六）集積回路の回路配置の登録出願人が登録出願を却下する決定に不服がある場合。
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（七）集積回路の回路配置の登録出願人が復審決定に不服がある場合。

（八）集積回路の回路配置の権利人が回路配置登録を取り消す決定に不服がある場合。

（九）集積回路の回路配置の権利人、非自発的実施許諾の被許諾者が、非自発的実施許

諾の実施料の裁定に不服がある場合。

（十）集積回路の回路配置の権利人、侵害被疑者が集積回路の回路配置専有権侵害紛争

の処理決定に不服がある場合。

（十一）法律、法規の規定により行政復議を申請することができないその他の状況。

第六条 本規程に基づいて行政復議を申請する公民、法人又はその他の組織は複議申請

人である。

具体的な行政行為を行なった際に、その権利又は利益に損害を受けたその他の利害関係

者は、行政復議を申請することができ、第三者として行政復議に参加することもできる。

第七条 複議申請人、第三者は、自分の代わりに行政復議に参加することを代理人に委

託することができる。

第三章 申請と受理

第八条 公民、法人又はその他の組織は、国家知識産権局による具体的な行政行為がそ

の合法的権益を侵害すると認める場合、当該行政行為を知った日から 日以内に行政復

議申請を提出することができる。

不可抗力又はその他の正当な理由で前項に記載された期限を過ぎた場合、当該期限は障

害が取り除かれた日から引き続き計算される。

第九条 行政復議を申請する権利がある公民、法人又はその他の組織は人民法院に行政

訴訟を提起し、人民法院が既に法により受理した場合、国家知識産権局に行政復議を申

請してはならない。

国家知識産権局に行政復議を申請し、行政復議機構が法により受理した場合、法定の行

政復議期間内には、人民法院に行政訴訟を提起してはならない。

国家知識産権局は行政復議申請を受理した後に、受理する前又は受理した後に当事者が

既に人民法院に行政訴訟を提起しており、かつ、人民法院が既に法により受理したこと

を発見した場合、行政復議申請を却下する。

第十条 行政復議申請は次のような条件に合致しなければならない。

（一）復議申請人は、具体的な行政行為によってその合法的権益が侵害されたと認める
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（七）集積回路の回路配置の登録出願人が復審決定に不服がある場合。

（八）集積回路の回路配置の権利人が回路配置登録を取り消す決定に不服がある場合。

（九）集積回路の回路配置の権利人、非自発的実施許諾の被許諾者が、非自発的実施許

諾の実施料の裁定に不服がある場合。

（十）集積回路の回路配置の権利人、侵害被疑者が集積回路の回路配置専有権侵害紛争

の処理決定に不服がある場合。

（十一）法律、法規の規定により行政復議を申請することができないその他の状況。

第六条 本規程に基づいて行政復議を申請する公民、法人又はその他の組織は複議申請

人である。

具体的な行政行為を行なった際に、その権利又は利益に損害を受けたその他の利害関係

者は、行政復議を申請することができ、第三者として行政復議に参加することもできる。

第七条 複議申請人、第三者は、自分の代わりに行政復議に参加することを代理人に委

託することができる。

第三章 申請と受理

第八条 公民、法人又はその他の組織は、国家知識産権局による具体的な行政行為がそ

の合法的権益を侵害すると認める場合、当該行政行為を知った日から 日以内に行政復

議申請を提出することができる。

不可抗力又はその他の正当な理由で前項に記載された期限を過ぎた場合、当該期限は障

害が取り除かれた日から引き続き計算される。

第九条 行政復議を申請する権利がある公民、法人又はその他の組織は人民法院に行政

訴訟を提起し、人民法院が既に法により受理した場合、国家知識産権局に行政復議を申

請してはならない。

国家知識産権局に行政復議を申請し、行政復議機構が法により受理した場合、法定の行

政復議期間内には、人民法院に行政訴訟を提起してはならない。

国家知識産権局は行政復議申請を受理した後に、受理する前又は受理した後に当事者が

既に人民法院に行政訴訟を提起しており、かつ、人民法院が既に法により受理したこと

を発見した場合、行政復議申請を却下する。

第十条 行政復議申請は次のような条件に合致しなければならない。

（一）復議申請人は、具体的な行政行為によってその合法的権益が侵害されたと認める
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専利出願人、専利権者、集積回路の回路配置の登録出願人、集積回路の回路配置の権利

者又はその他の利害関係者であること。

（二）具体的な行政復議の請求内容と理由を有すること。

（三）行政復議の範囲内に属すること。

（四）法定の申請期間内に提出すること。
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第十一条 行政復議を申請するには、行政復議申請書を１式 部提出し、また必要な証

拠資料を添付しなければならない。行政復議申請の対象となる具体的な行政行為が書面

にて行われた場合、当該文書又はそのコピーを添付しなければならない。

代理人に委託する場合、授権委託書を添付しなければならない。

第十二条 行政復議申請書には、次のような内容を明記しなければならない。

（一）復議申請人の氏名又は名称、郵送先住所、連絡電話。

（二）行政復議の具体的な請求内容。

（三）行政復議申請に関する主要な事実と理由。

（四）復議申請人のサイン又は捺印。

（五）行政復議の申請日。

第十三条 行政復議申請書は、国家知識産権局が作成した標準の記入用紙を使用する

ことができる。

行政復議申請書は、手書き又は印刷してよい。

第十四条 行政復議申請書は、郵送、ファックス送信、手渡しなど方式で行政復議機

構に提出しなければならない。

第十五条 行政複議機構は行政復議申請書を受取った日から 日以内に、状況によって

それぞれ次の処理を行う。

（一）行政復議申請が本規程の規定に合致する場合は、それを受理し、複議申請人に受

理通知書を発送する。

（二）行政復議申請が本規程の規定に合致しない場合は、それを受理しないと決定し、

書面にて理由を告知する。

（三）行政復議申請書が本規程第十一条、第十二条の規定に合致しない場合は、指定さ

れた期間内に補正するよう複議申請人に通知する。期限を過ぎても補正しない場合は、

行政復議申請を放棄したと見なす。

第四章 審理と決定

第十六条 行政復議の審理過程において、行政複議機構は関連部門・人員から状況を

調査することができ、要求に応じて複議申請人又は第三者の口頭意見を聴取することも

できる。

第十七条 行政複議機構は行政復議申請を受理した日から 日以内に、行政復議申請書
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第十一条 行政復議を申請するには、行政復議申請書を１式 部提出し、また必要な証

拠資料を添付しなければならない。行政復議申請の対象となる具体的な行政行為が書面

にて行われた場合、当該文書又はそのコピーを添付しなければならない。

代理人に委託する場合、授権委託書を添付しなければならない。

第十二条 行政復議申請書には、次のような内容を明記しなければならない。

（一）復議申請人の氏名又は名称、郵送先住所、連絡電話。

（二）行政復議の具体的な請求内容。

（三）行政復議申請に関する主要な事実と理由。

（四）復議申請人のサイン又は捺印。

（五）行政復議の申請日。

第十三条 行政復議申請書は、国家知識産権局が作成した標準の記入用紙を使用する

ことができる。

行政復議申請書は、手書き又は印刷してよい。

第十四条 行政復議申請書は、郵送、ファックス送信、手渡しなど方式で行政復議機

構に提出しなければならない。

第十五条 行政複議機構は行政復議申請書を受取った日から 日以内に、状況によって

それぞれ次の処理を行う。

（一）行政復議申請が本規程の規定に合致する場合は、それを受理し、複議申請人に受

理通知書を発送する。

（二）行政復議申請が本規程の規定に合致しない場合は、それを受理しないと決定し、

書面にて理由を告知する。

（三）行政復議申請書が本規程第十一条、第十二条の規定に合致しない場合は、指定さ

れた期間内に補正するよう複議申請人に通知する。期限を過ぎても補正しない場合は、

行政復議申請を放棄したと見なす。

第四章 審理と決定

第十六条 行政復議の審理過程において、行政複議機構は関連部門・人員から状況を

調査することができ、要求に応じて複議申請人又は第三者の口頭意見を聴取することも

できる。

第十七条 行政複議機構は行政復議申請を受理した日から 日以内に、行政復議申請書
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の副本を関連部門に転送しなければならない。当該部門は行政復議申請の副本を受取っ

た日から 日以内に元の具体的な行政行為を維持、取消又は変更する旨の書面による回

答意見を提出し、また当初具体的な行政行為を行った証拠、根拠とその他の関連資料を

提出しなければならない。期限を過ぎても回答意見を提出しない場合、行政復議決定を

下すことに影響を与えない。

複議申請人、第三者は、前項に述べた書面による回答意見及び具体的な行政行為を行な

った際に依拠した証拠、根拠とその他の関連資料を閲覧することができるが、秘密保持

に関連する内容は除く。

第十八条 行政復議の決定を行う前に、複議申請人は行政復議申請の取り下げを要求

することができる。取り下げが許可された場合、行政復議手続きは終了する。

第十九条 行政復議期間中においては、具体的な行政行為は原則的に執行を停止しな

い。行政複議機構は執行の停止を必要とする場合、関連部門に執行停止通知書を発行し、

また複議申請人及び第三者に通知しなければならない。

第二十条 行政復議案件の審理では、法律、行政法規、部門規定を依拠とする。

第二十一条 具体的な行政行為は、認定した事実が明確で、証拠が確実で、適用依拠

が正確で、手続きが適法で、内容が適当な場合、それを維持する旨を決定するものとす

る。

第二十二条 被申請人が法定の職責を履行しない場合、それが一定の期間内に法定の

職責を履行する旨を決定するものとする。

第二十三条 具体的な行政行為が次のような行為の一つに当たる場合、当該具体的な

行政行為を取消、変更する旨を決定し、又は当該具体的な行政行為が法律に違反してい

ると認定するものとし、さらに被申請人が改めて具体的な行政行為を行う旨を決定する

ことができる。

（一）主な事実が明確でなく、証拠が足りない場合。

（二）適用依拠に誤りがある場合。

（三）法定手続きに違反する場合。

（四）職権を越権又は濫用する場合。

（五）具体的な行政行為が明らかに不当である場合。

（六）新しい証拠が出現し、元の具体的な行政行為を取消、又は変更したほうがより合
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理的である場合。

第二十四条 具体的な行政行為は次のような行為の一つに当たる場合、当該具体的な

行政行為を変更することを決定できる。

（一）認定した事実が明確で、証拠が確実で、手続きが合法的であるが、明らかに不当

であり、又は適用依拠に誤りがある場合。

（二）認定した事実が明確でなく、証拠が足りず、行政復議手続きにて審理され、事実

が明確で、証拠が確実であると明らかになった場合。

第二十五条 次のような状況の一つに当たる場合、行政復議申請を却下し、またその

理由を書面で通知するものとする。

（一）複議申請人は、被申請人が法定の職責を履行しないとして行政復議を申請し、行

政複議機構は受理した後に、被申請人がそれ相応の法定の職責を有しておらず、又は受

理前に法定の職責を既に履行したと発見した場合。

（二）行政複議機構は行政復議申請を受理した後に、当該行政復議申請が受理の用件を

満たしていないと発見した場合。

第二十六条 複議申請人は、行政復議を申請するとともに、併せて行政賠償請求を提

出することができる。行政複議機構は、国家賠償法の規定に基づき、行政賠償請求を審

理し、行政復議決定において併せて賠償請求に対する決定を行う。

第二十七条 行政復議決定は、行政復議申請を受理した日から 日以内に行わなけれ

ばならない。ただし、状況が複雑で、規定された期間内に決定を行うことができない場

合、許可を得た後に、期間を延長することができ、また複議申請人と第三者に通知する。

延長期間は最長でも 日を超えてはならない。

第二十八条 行政復議決定は、国家知識産権局の名義で行う。行政復議決定書には、

国家知識産権局行政復議専用印章を押さなければならない。

第二十九条 行政復議期間中に、国家知識産権局は、関連の行政行為が法律に違反し

ている、又は善後措置が必要であると発見した場合、行政復議意見書を作成することが

できる。関連部門は、行政復議意見書を受け取った日から 日以内に、関連行政違法行

為の是正又は善後措置の実施に関する状況を行政複議機構に報告しなければならない。

行政復議期間中に、行政複議機構は、法律、法規、規則の実施において普遍的な問題が

あると発見した場合、行政復議意見書を作成して、関連部門に制度を整備し、行政法執
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理的である場合。

第二十四条 具体的な行政行為は次のような行為の一つに当たる場合、当該具体的な

行政行為を変更することを決定できる。

（一）認定した事実が明確で、証拠が確実で、手続きが合法的であるが、明らかに不当

であり、又は適用依拠に誤りがある場合。

（二）認定した事実が明確でなく、証拠が足りず、行政復議手続きにて審理され、事実

が明確で、証拠が確実であると明らかになった場合。

第二十五条 次のような状況の一つに当たる場合、行政復議申請を却下し、またその

理由を書面で通知するものとする。

（一）複議申請人は、被申請人が法定の職責を履行しないとして行政復議を申請し、行

政複議機構は受理した後に、被申請人がそれ相応の法定の職責を有しておらず、又は受

理前に法定の職責を既に履行したと発見した場合。

（二）行政複議機構は行政復議申請を受理した後に、当該行政復議申請が受理の用件を

満たしていないと発見した場合。

第二十六条 複議申請人は、行政復議を申請するとともに、併せて行政賠償請求を提

出することができる。行政複議機構は、国家賠償法の規定に基づき、行政賠償請求を審

理し、行政復議決定において併せて賠償請求に対する決定を行う。

第二十七条 行政復議決定は、行政復議申請を受理した日から 日以内に行わなけれ

ばならない。ただし、状況が複雑で、規定された期間内に決定を行うことができない場

合、許可を得た後に、期間を延長することができ、また複議申請人と第三者に通知する。

延長期間は最長でも 日を超えてはならない。

第二十八条 行政復議決定は、国家知識産権局の名義で行う。行政復議決定書には、

国家知識産権局行政復議専用印章を押さなければならない。

第二十九条 行政復議期間中に、国家知識産権局は、関連の行政行為が法律に違反し

ている、又は善後措置が必要であると発見した場合、行政復議意見書を作成することが

できる。関連部門は、行政復議意見書を受け取った日から 日以内に、関連行政違法行

為の是正又は善後措置の実施に関する状況を行政複議機構に報告しなければならない。

行政復議期間中に、行政複議機構は、法律、法規、規則の実施において普遍的な問題が

あると発見した場合、行政復議意見書を作成して、関連部門に制度を整備し、行政法執
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行を改善するための建議を提出することができる。

第五章 期間と送達

第三十条 期間の開始日は期間内に計上しない。期間満了の最後の 日が祝日・休日で

ある場合、祝日・休日後の最初の日を期間満了の日とする。本規程の「 日」、「 日」、

「 日」の規定は営業日を指し、祝日・休日を含まない。

第三十一条 行政復議決定書を直接送達した場合、複議申請人が送達領収書に記入し

た受取期日を送達日とする。行政復議決定書を郵送して送達した場合、発送日から

日をもって送達したと見なす。

行政復議決定書は送達され次第、法律効力を生じる。

第三十二条 複議申請人又は第三者が代理人に委託した場合、行政復議決定書は代理

人のほかに、国内の郵送先住所に従って複議申請人と第三者にも送らなければならない。

第六章 附則

第三十三条 外国人、外国企業又は外国のその他の組織が国家知識産権局に行政復議

を申請する場合、本規程を適用する。

第三十四条 行政復議は、費用を徴収しない。

第三十五条 本規程は、 年 月 日から施行する。 年 月 日付けの国家知識産

権局第二十四号令で発表した「国家知識産権局行政復議規程」は、同時に廃止する。

発明特許出願優先審査管理方法（第 号）

「発明特許出願優先審査管理方法」は局務会議にて採決された。現在公布し、

年 月 日から施行する。

局 長 田力普

年 月 日

第 条 産業構造の最適化、レベルアップを促進し、国家知的財産戦略の実

施を推進し、革新型国家の建設を加速するため、「中華人民共和国専利法」

及び「中華人民共和国専利法実施細則」の関係規定に基づき、本方法を制定

する。
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第 条 国家知識産権局は、出願人の請求に基づき、要件を満たした発明特

許出願に対して優先審査を行い、優先審査の請求を認めた日から 年内に審

査を終結する。

第 条 国家知識産権局と他の国又は地域の専利審査機関との間で締結した

両国間協定又は多国間協定に基づいて優先審査を行うものは、関係規定に従

って取り扱うものとし、本方法を適用しないものとする。

第 条 優先審査可能な発明特許出願として、以下のものが挙げられる。

省エネルギー、環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド装置の

製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車など新興産業のコア技術

に関する重要な専利出願。

低炭素技術、資源節約など「グリーン発展」に寄与する重要な専利出願。

同一の主題について、中国に第 国専利出願を行った後に他の国又は地

域にも出願した中国での該第 国出願。

国家利益又は公衆利益に重大な意義を持ち、優先審査を必要とする専利

出願。

第 条 優先審査を行う発明特許出願の件数は、国家知識産権局が各分野の

審査能力、前年度の専利登録件数及び本年度の審査待ちの専利出願件数など

の状況に基づいて決定する。

第 条 優先審査を請求する発明特許出願は電子出願でなければならない。

実体審査手続き未開始の発明特許出願に対して優先審査を請求する場合、出

願人は実体審査手続きを開始させなければならない。

第 条 出願人が優先審査の手続きを行う時、以下の書類を提出しなければ

ならない。

省、自治区、直轄市の知識産権局が審査し、意見を明示した上で、印鑑

をした「発明特許出願優先審査請求書」。

専利調査能力を有する機関により発行された所定の様式に合致する調

査報告、あるいは他の国又は地域の専利審査機関により発行された調査報告、

審査結果及び中国語訳。

第 条 第 条第 項にいう専利調査能力とは、
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第 条 国家知識産権局は、出願人の請求に基づき、要件を満たした発明特

許出願に対して優先審査を行い、優先審査の請求を認めた日から 年内に審

査を終結する。

第 条 国家知識産権局と他の国又は地域の専利審査機関との間で締結した

両国間協定又は多国間協定に基づいて優先審査を行うものは、関係規定に従

って取り扱うものとし、本方法を適用しないものとする。

第 条 優先審査可能な発明特許出願として、以下のものが挙げられる。

省エネルギー、環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド装置の

製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車など新興産業のコア技術

に関する重要な専利出願。

低炭素技術、資源節約など「グリーン発展」に寄与する重要な専利出願。

同一の主題について、中国に第 国専利出願を行った後に他の国又は地

域にも出願した中国での該第 国出願。

国家利益又は公衆利益に重大な意義を持ち、優先審査を必要とする専利

出願。

第 条 優先審査を行う発明特許出願の件数は、国家知識産権局が各分野の

審査能力、前年度の専利登録件数及び本年度の審査待ちの専利出願件数など

の状況に基づいて決定する。

第 条 優先審査を請求する発明特許出願は電子出願でなければならない。

実体審査手続き未開始の発明特許出願に対して優先審査を請求する場合、出

願人は実体審査手続きを開始させなければならない。

第 条 出願人が優先審査の手続きを行う時、以下の書類を提出しなければ

ならない。

省、自治区、直轄市の知識産権局が審査し、意見を明示した上で、印鑑

をした「発明特許出願優先審査請求書」。

専利調査能力を有する機関により発行された所定の様式に合致する調

査報告、あるいは他の国又は地域の専利審査機関により発行された調査報告、

審査結果及び中国語訳。

第 条 第 条第 項にいう専利調査能力とは、
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「専利審査基準」に規定する調査用専利文献及び非専利文献を利用して調

査する能力を持つことと、

調査者が専門の技術背景を有し、専利実務教育及び調査教育を受けたこ

とがあることと、

該当専門分野の調査者が「審査基準」の関係要件に基づいて、優先審査

を請求する発明特許出願に対して調査することができることと、を指す。

第 条 国家知識産権局は優先審査請求の受理及び審査を担当し、審査意見

を適時に出願人に通知しなければならない。

第 条 優先審査請求を認めた発明特許出願について、国家知識産権局は適

時に処理し、優先審査請求を認めた日から 稼働日内に第 回拒絶理由通知

書を発行しなければならない。

第 条 優先審査された発明特許出願について、出願人はできるだけ早く応

答又は補正を行うようにしなければならない。出願人の拒絶理由通知書に対

する応答期間は ヶ月とする。出願人が応答期間を延長する場合、国家知識

産権局は優先審査を止め、一般の出願として扱う。

第 条 本方法は国家知識産権局が責任を以って解釈するものとする。

第 条 本方法は 年 月 日により施行される。

専利の強制実施許諾弁法 第 号

「専利の強制実施許諾弁法」は、局務会議で審議を経て採択されたため、ここに公表

し、 年 月 日より施行する。

局 長 田力普

年 月 日

第一章 総 則

第 条 発明特許又は実用新案の強制実施許諾（以下、「強制許諾」という）の付与、

実施料裁定及び終了の手続を規範化するために、「中華人民共和国専利法」（以下、「専

利法」という）、「中華人民共和国専利法実施細則」及び関連の法律・法規に基づいて、

本弁法を制定する。

375

　　　　



 
 
 

386 

第 条 国家知識産権局は、強制許諾請求、強制許諾の実施料に関する裁定請求及び強

制許諾の終了請求の受理と審査に責任を負い、決定を行う。

第 条 強制許諾の付与、強制許諾実施料の裁定及び強制許諾の終了を請求するにあ

たっては、中国語による書面にて行わなければならない。

本弁法に準拠して提出される各種の証書や証明書類が外国語の場合、国家知識産権局は

必要と認めるとき、当事者に対し、指定する期間内に中国語の訳文を追加送付するよう

要請することができる。期間が満了しても追加送付されない場合は、当該証書や証明書

類は提出されていないものと見なす。

第 条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他

の組織が強制許諾事務を行う場合、法に照らして設立された専利代理機構に委任して行

わなければならない。

当事者が専利代理機構に強制許諾事務を委任して行う場合、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。一方の当事者は二名以上あり、かつ専利代理機構に委任

していない場合は、別途に声明がある場合を除き、提出された書面で指名した第一当事

者を同方の代表者とする。

第二章 強制許諾請求の提出と受理

第 条 専利権者が、専利権を付与された日から満 年を経過し、かつ専利出願日から

満 年を経過しても、正当な理由なくその専利を実施せず又は充分実施しない場合、実

施条件を具備する機構又は個人は、専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して、強制

許諾の付与を請求することができる。

専利権者の専利権行使行為が独占行為であると法により認定され、当該行為が競争に対

して生じた不利な影響を除去又は減少させるために、実施条件を具備する機構又は個人

は、専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して、強制許諾の付与を請求することが

できる。

第 条 国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共の利益の目的のために、

国務院の関連主管部門は、専利法の第 条の規定に準拠して、国家知識産権局に、そ

れが指定した実施条件を具備する機構へ強制許諾を付与するよう提案することができ

る。

第 条 実施条件を具備する機構は、公共の健康の目的のために、専利法の第 条の
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第 条 国家知識産権局は、強制許諾請求、強制許諾の実施料に関する裁定請求及び強

制許諾の終了請求の受理と審査に責任を負い、決定を行う。

第 条 強制許諾の付与、強制許諾実施料の裁定及び強制許諾の終了を請求するにあ

たっては、中国語による書面にて行わなければならない。

本弁法に準拠して提出される各種の証書や証明書類が外国語の場合、国家知識産権局は

必要と認めるとき、当事者に対し、指定する期間内に中国語の訳文を追加送付するよう

要請することができる。期間が満了しても追加送付されない場合は、当該証書や証明書

類は提出されていないものと見なす。

第 条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他

の組織が強制許諾事務を行う場合、法に照らして設立された専利代理機構に委任して行

わなければならない。

当事者が専利代理機構に強制許諾事務を委任して行う場合、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。一方の当事者は二名以上あり、かつ専利代理機構に委任

していない場合は、別途に声明がある場合を除き、提出された書面で指名した第一当事

者を同方の代表者とする。

第二章 強制許諾請求の提出と受理

第 条 専利権者が、専利権を付与された日から満 年を経過し、かつ専利出願日から

満 年を経過しても、正当な理由なくその専利を実施せず又は充分実施しない場合、実

施条件を具備する機構又は個人は、専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して、強制

許諾の付与を請求することができる。

専利権者の専利権行使行為が独占行為であると法により認定され、当該行為が競争に対

して生じた不利な影響を除去又は減少させるために、実施条件を具備する機構又は個人

は、専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して、強制許諾の付与を請求することが

できる。

第 条 国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共の利益の目的のために、

国務院の関連主管部門は、専利法の第 条の規定に準拠して、国家知識産権局に、そ

れが指定した実施条件を具備する機構へ強制許諾を付与するよう提案することができ

る。

第 条 実施条件を具備する機構は、公共の健康の目的のために、専利法の第 条の
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規定に準拠して、専利権を取得した薬品を製造し、以下に掲げる国又は地域に対し輸出

する強制許諾を付与するよう請求することができる。

（ ）最も発展が遅れている国又は地域。

（ ）関連の国際条約に準拠して世界貿易機関に通知し、輸入意向があることを表明し

た同機関の先進メンバー又は発展途上メンバー。

第 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した発明又は実用新

案に比べて顕著な経済的意義を有する重大な技術的進歩があり、その実施が先の発明又

は実用新案の実施に依存している場合、当該専利権者は、専利法の第 条の規定に準

拠して、先の専利を実施する強制許諾を付与するよう請求することができる。国家知識

産権局が先の専利を実施する強制許諾を付与した場合、先の専利権者も後の専利を実施

する強制許諾を付与するよう請求することができる。

第 条 強制許諾の付与を請求するにあったては、以下の各項を明記した強制許諾請

求書を提出しなければならない。

（ ）請求者の氏名又は名称、住所、郵便番号、連絡担当者及び電話番号。

（ ）請求者の国籍又は登録先の国若しくは地域。

（ ）強制許諾の付与を請求される発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日、

権利付与公告日、及び専利権者の氏名又は名称。

（ ）強制許諾の付与を請求する理由と事実、期間。

（ ）請求者が専利代理機構に委任している場合、受任機構の名称、機構コード及び当

該機構が指定した代理人の氏名、執業証番号、電話番号。

（ ）請求者によるサイン又は捺印。専利代理機構に委任している場合、当該機構によ

る捺印も必要。

（ ）添付書類の一覧表。

（ ）明記する必要があるその他の事項請求書及びその添付書類は、１式 部とする。

第 条 強制許諾の請求が二人又は二人以上の専利権者に係る場合、請求者は専利権

者の数に応じて請求書及びその添付書類の副本を提出しなければならない。

第 条 専利法の第 条第（ ）号又は第 条の規定に準拠して、強制許諾の付与を

請求する場合、請求者は、合理的な条件をもって専利権者に専利の実施許諾を請求した

にもかかわらず、合理的な期間内に許諾を得られなかったことを証明する証拠を提供し
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なければならない。

専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して強制許諾の付与を請求する場合、請求人

は、司法機関又は独占禁止法執行機構が法に照らして専利権者の専利権行使行為が独占

行為であると認定した発効した判決又は決定を提出しなければならない。

第 条 国務院の関連主管部門は、専利法の第 条に準拠して強制許諾の付与を提

案する場合、以下の各項を明らかにしなければならない。

（ ）国に緊急事態又は非常事態が発生しており、又は公共利益の目的のために、強制

許諾を付与する必要がある。

（ ）強制許諾の付与を提案される発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日、

権利付与公告日、及び専利権者の氏名又は名称。

（ ）提案する強制許諾の付与期間。

（ ）指定した実施条件を具備する機構の名称、住所、郵便番号、連絡担当者及び電話

番号。

（ ）明記する必要があるその他の事項。

第 条 専利法の第 条の規定に準拠して強制許諾の付与を請求する場合、請求者は、

輸入者とそれが必要とする薬品及び強制許諾の付与に関する情報を提供しなければな

らない。

第 条 強制許諾の請求が以下のいずれかに該当する場合、それを受理せず、その旨

を請求者に通知する。

（ ）強制許諾の付与を請求される発明特許又は実用新案の専利番号が不明確で、又は

確定が困難な場合。

（ ）請求用書類に中国語を使用していない場合。

（ ）明らかに強制許諾の請求理由が備わっていない場合。

（ ）強制許諾の付与を請求される専利権が既に終了しており、又は無効と宣告された

場合。

第 条 請求用書類が本弁法の第 条、第 条、第 条の規定に合致しない場合、

請求人は通知を受取った日より 日以内にこれを補正しなければならない。期間を経

過しても補正されない場合、当該請求は提出されていないものと見なす。

第 条 国家知識産権局は強制許諾の請求を受理した場合、請求書の副本を遅滞無く
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なければならない。

専利法の第 条第（ ）号の規定に準拠して強制許諾の付与を請求する場合、請求人

は、司法機関又は独占禁止法執行機構が法に照らして専利権者の専利権行使行為が独占

行為であると認定した発効した判決又は決定を提出しなければならない。

第 条 国務院の関連主管部門は、専利法の第 条に準拠して強制許諾の付与を提

案する場合、以下の各項を明らかにしなければならない。

（ ）国に緊急事態又は非常事態が発生しており、又は公共利益の目的のために、強制

許諾を付与する必要がある。

（ ）強制許諾の付与を提案される発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日、

権利付与公告日、及び専利権者の氏名又は名称。

（ ）提案する強制許諾の付与期間。

（ ）指定した実施条件を具備する機構の名称、住所、郵便番号、連絡担当者及び電話

番号。

（ ）明記する必要があるその他の事項。

第 条 専利法の第 条の規定に準拠して強制許諾の付与を請求する場合、請求者は、

輸入者とそれが必要とする薬品及び強制許諾の付与に関する情報を提供しなければな

らない。

第 条 強制許諾の請求が以下のいずれかに該当する場合、それを受理せず、その旨

を請求者に通知する。

（ ）強制許諾の付与を請求される発明特許又は実用新案の専利番号が不明確で、又は

確定が困難な場合。

（ ）請求用書類に中国語を使用していない場合。

（ ）明らかに強制許諾の請求理由が備わっていない場合。

（ ）強制許諾の付与を請求される専利権が既に終了しており、又は無効と宣告された

場合。

第 条 請求用書類が本弁法の第 条、第 条、第 条の規定に合致しない場合、

請求人は通知を受取った日より 日以内にこれを補正しなければならない。期間を経

過しても補正されない場合、当該請求は提出されていないものと見なす。

第 条 国家知識産権局は強制許諾の請求を受理した場合、請求書の副本を遅滞無く
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専利権者に送付しなければならない。別途に指定がある場合を除き、専利権者は通知を

受取った日より 日以内に意見を陳述しなければならない。期間を経過しても回答し

ない場合、国家知識産権局が決定することに影響を及ぼさない。

第三章 強制許諾請求の審査と決定

第 条 国家知識産権局は、請求者が陳述した理由、提供した情報及び提出した関連

証明書類並びに専利権者が陳述した意見について審査しなければならない。現地確認が

必要であれば、現地確認のために二名以上の職員を派遣しなければならない。

第 条 請求者又は専利権者が証言聴取会を要請する場合、国家知識産権局が証言聴

取会を組織する。

国家知識産権局は、証言聴取会の開催日の 日前までに請求人、専利権者及びその他の

利害関係者に通知しなければならない。国家秘密、営業秘密又はプライバシーに関連す

る場合を除き、証言聴取会は公開して行う 証言聴取会の際、請求人、専利権者及びそ

の他の利害関係者は、弁明、対質を行うことができる。証言聴取会の際、証言聴取記録

を作成し、証言聴取会の参加者に確認の上サイン又は捺印してもらわなければならない。

専利法の第 条又は第 条の規定に準拠して強制許諾の付与を提案又は請求する場合、

証言聴取手続を適用しない。

第 条 請求者は国家知識産権局が決定を下す前にその請求を取り下げた場合、強制

許諾請求の審査手続は終了する。

国家知識産権局が決定を下す前に、請求者と専利権者は専利実施許諾契約を締結した場

合、遅滞なく国家知識産権局に通知し、強制許諾請求を取り下げなければならない。

第 条 審査を経て、強制許諾の請求が以下のいずれかに該当すると認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾請求を棄却する決定を行わなければならない。

（ ）請求人が本弁法の第 条、第 条、第 条又は第 条の規定に合致しない場合。

（ ）強制許諾の付与を請求する理由が専利法の第 条、第 条又は第 条の規定に

合致しない場合。

（ ）強制許諾の請求に係る発明創造が半導体技術であり、その理由が専利法の第 条

の規定に合致しない場合。

（ ）強制許諾の請求が本弁法の第 条又は第 条の規定に合致しない場合。

（ ）請求者が陳述した理由、提供した情報又は提出した関連証明書類が不十分で、若
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しくは真実なものでない場合。

国家知識産権局は強制許諾請求を棄却する決定を行う前、決定しようとする内容及びそ

の理由を請求者に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、請求者は通

知を受取った日より 日以内に意見を陳述することができる。

第 条 審査を経て、強制許諾の付与を請求する理由が成立すると認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾を付与する決定を行わなければならない。強制許諾を付与す

る決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を請求人と専利権者に通知しなけ

ればならない。別途に指定がある場合を除き、双方当事者は通知を受取った日より

日以内に意見を陳述することができる。

国家知識産権局は専利法の第 条に準拠して強制許諾を付与する決定を行う前、決定

しようとする内容及びその理由を専利権者に通知しなければならない。

第 条 強制許諾を付与する決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）強制許諾を取得する機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与される発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）強制許諾を付与する範囲と期間。

（ ）決定の理由、事実と法的根拠。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾を付与する決定は、決定日より 日以内に請求人と専利権者に通知しなければ

ならない。

第 条 国家知識産権局は専利法の第 条に準拠して強制許諾を付与する決定を行

う場合には、当該決定において以下の要求事項も明らかにしなければならない。

（ ）強制許諾に基づいて製造する薬品の数は輸入者が必要とする数を超えてはならず、

かつ、全数を当該輸入者に輸出すること

（ ）強制許諾に基づいて製造する薬品は、特定のラベル又は表記を採用することによ

って、当該薬品が強制許諾に基づいて製造したものであることを明確に表示すること。

実施可能でかつ薬品価格に明らかな影響を及ぼさないことを前提に、薬品自体に特殊な
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しくは真実なものでない場合。

国家知識産権局は強制許諾請求を棄却する決定を行う前、決定しようとする内容及びそ

の理由を請求者に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、請求者は通

知を受取った日より 日以内に意見を陳述することができる。

第 条 審査を経て、強制許諾の付与を請求する理由が成立すると認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾を付与する決定を行わなければならない。強制許諾を付与す

る決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を請求人と専利権者に通知しなけ

ればならない。別途に指定がある場合を除き、双方当事者は通知を受取った日より

日以内に意見を陳述することができる。

国家知識産権局は専利法の第 条に準拠して強制許諾を付与する決定を行う前、決定

しようとする内容及びその理由を専利権者に通知しなければならない。

第 条 強制許諾を付与する決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）強制許諾を取得する機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与される発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）強制許諾を付与する範囲と期間。

（ ）決定の理由、事実と法的根拠。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾を付与する決定は、決定日より 日以内に請求人と専利権者に通知しなければ

ならない。

第 条 国家知識産権局は専利法の第 条に準拠して強制許諾を付与する決定を行

う場合には、当該決定において以下の要求事項も明らかにしなければならない。

（ ）強制許諾に基づいて製造する薬品の数は輸入者が必要とする数を超えてはならず、

かつ、全数を当該輸入者に輸出すること

（ ）強制許諾に基づいて製造する薬品は、特定のラベル又は表記を採用することによ

って、当該薬品が強制許諾に基づいて製造したものであることを明確に表示すること。

実施可能でかつ薬品価格に明らかな影響を及ぼさないことを前提に、薬品自体に特殊な
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色や形状を使用し、又は薬品に特殊な包装を用いること

（ ）薬品を積載輸送する前に、強制許諾を取得した機構は、そのホームページ又は世

界貿易機関の関連ウェブサイトにおいて、輸入者に輸送する薬品の数及び本条第（ ）

号に記載の薬品を識別するための特徴などの情報を発表すること

第 条 国家知識産権局は専利法の第 条に準拠して強制許諾を付与する決定を行

う場合には、国務院の関連主管部門が、世界貿易機関に以下に掲げる情報を報告する。

（ ）強制許諾を取得した機構の名称と住所。

（ ）輸出する薬品の名称と数量。

（ ）輸入者。

（ ）強制許諾の期間。

（ ）本弁法の第 条第（ ）号に記載の 。

第四章 強制許諾実施料の裁定請求の審査と裁定

第 条 強制許諾実施料の裁定を請求する場合、以下の各項を明記した強制許諾実施

料裁定請求書を提出しなければならない。

（ ）請求者の氏名又は名称、住所。

（ ）請求者の国籍又は登録先の国又は地域。

（ ）強制許諾を付与する決定の書類番号。

（ ）被請求者の氏名又は名称、住所。

（ ）強制許諾実施料の裁定を請求する理由。

（ ）請求者が専利代理機構に委任している場合、受任機構の名称、機構コード及び当

該機構が指定した代理人の氏名、執業証番号、電話番号。

（ ）請求者によるサイン又は捺印。専利代理機構に委任している場合、当該機構によ

る捺印も必要。

（ ）添付書類の一覧表。

（ ）明記する必要があるその他の事項請求書及びその添付書類は 式 部とする。

第 条 強制許諾実施料の裁定請求が以下のいずれかに該当する場合、それを受理せ

ず、その旨を請求者に通知する。

（ ）強制許諾を付与する決定がまだ行われていない場合。

（ ）請求者が専利権者又は強制許諾を取得した機構又は個人でない場合。
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（ ）双方が未だ協議をしておらず、又は協議を経て合意に達した場合。

第 条 国家知識産権局は強制許諾実施料の裁定請求を受理した場合、請求書の副本

を遅滞無く相手方当事者に送付しなければならない。別途に指定がある場合を除き、相

手方当事者は通知を受取った日より 日以内に意見を陳述しなければならない。期間

を経過しても回答しない場合、国家知識産権局が決定を下すことに影響を及ぼさない。

強制許諾実施料の裁定過程中に、双方当事者は書面による意見を提出することができる。

国家知識産権局は、事件の必要に応じ、双方当事者から口頭意見を聴取することができ

る。

第 条 請求者は国家知識産権局が決定を下す前にその裁定請求を取り下げた場合、

裁定手続は終了する。

第 条 国家知識産権局は、請求書を受取った日より ヶ月以内に強制許諾実施料の

裁定決定を出さなければならない。

第 条 強制許諾実施料の裁定決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）強制許諾を取得した機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）裁定の内容と理由。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾実施料の裁定決定は決定日より 日以内に双方当事者に通知しなければなら

ない。

第五章 強制許諾を終了させる請求の審査と決定

第 条 以下のいずれかに該当する場合、強制許諾が自動的に終了する。

（ ）強制許諾を付与する決定に定めた強制許諾期間が満了した場合。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案が終了しており、又は無効と宣告さ

れた場合。

第 条 強制許諾を付与する決定に定めた強制許諾期間が満了する前に、強制許諾の

理由が解消され、かつ二度と発生しない場合、専利権者は国家知識産権局に、強制許諾
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（ ）双方が未だ協議をしておらず、又は協議を経て合意に達した場合。

第 条 国家知識産権局は強制許諾実施料の裁定請求を受理した場合、請求書の副本

を遅滞無く相手方当事者に送付しなければならない。別途に指定がある場合を除き、相

手方当事者は通知を受取った日より 日以内に意見を陳述しなければならない。期間

を経過しても回答しない場合、国家知識産権局が決定を下すことに影響を及ぼさない。

強制許諾実施料の裁定過程中に、双方当事者は書面による意見を提出することができる。

国家知識産権局は、事件の必要に応じ、双方当事者から口頭意見を聴取することができ

る。

第 条 請求者は国家知識産権局が決定を下す前にその裁定請求を取り下げた場合、

裁定手続は終了する。

第 条 国家知識産権局は、請求書を受取った日より ヶ月以内に強制許諾実施料の

裁定決定を出さなければならない。

第 条 強制許諾実施料の裁定決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）強制許諾を取得した機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）裁定の内容と理由。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾実施料の裁定決定は決定日より 日以内に双方当事者に通知しなければなら

ない。

第五章 強制許諾を終了させる請求の審査と決定

第 条 以下のいずれかに該当する場合、強制許諾が自動的に終了する。

（ ）強制許諾を付与する決定に定めた強制許諾期間が満了した場合。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案が終了しており、又は無効と宣告さ

れた場合。

第 条 強制許諾を付与する決定に定めた強制許諾期間が満了する前に、強制許諾の

理由が解消され、かつ二度と発生しない場合、専利権者は国家知識産権局に、強制許諾
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を終了させる決定を下すよう請求することができる。

強制許諾の終了を請求する場合、以下の各項を明記した強制許諾終了請求書を提出しな

ければならない。

（ ）専利権者の氏名又は名称、住所。

（ ）専利権者の国籍又は登録先の国又は地域。

（ ）終了請求に係る強制許諾付与決定の書類番号。

（ ）強制許諾の終了を請求する理由と事実。

（ ）専利権者が専利代理機構に委任している場合、受任機構の名称、機構コード及び

当該機構が指定した代理人の氏名、執業証番号、電話番号。

（ ）専利権者によるサイン又は捺印。専利代理機構に委任している場合、当該機構に

よる捺印も必要。

（ ）添付書類の一覧表。

（ ）明記する必要があるその他の事項請求書及びその添付書類は、 式 部とする

第 条 強制許諾の終了請求が以下のいずれかに該当する場合、それを受理せず、そ

の旨を請求者に通知する。

（ ）請求者が強制許諾を付与された発明特許又は実用新案の専利権者でない場合。

（ ）終了を請求された強制許諾付与決定の書類番号が明記されていない場合。

（ ）請求用書類には中国語を使用していない場合。

（ ）明らかに強制許諾を終了させる理由が備わっていない場合。

第 条 請求用書類が本弁法の第 条の規定に合致しない場合、請求者は通知を受

取った日より 日以内にこれを補正しなければならない。期間を経過しても補正され

ない場合は、当該請求は提出されていないものと見なす。

第 条 国家知識産権局は強制許諾の終了請求を受理した場合、請求書の副本を遅滞

無く強制許諾を取得した機構又は個人に送付しなければならない。別途に指定がある場

合を除き、強制許諾を取得した機構又は個人は通知を受取った日より 日以内に意見

を陳述しなければならない。期間を経過しても回答しない場合、国家知識産権局が決定

することに影響を及ぼさない。

第 条 国家知識産権局は、専利権者が陳述した理由及び提出した関連証明書類並び

に強制許諾を取得した機構又は個人が陳述した意見について審査しなければならない。
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現地確認が必要であれば、現地確認のために二名以上の職員を派遣しなければならない。

第 条 専利権者は国家知識産権局が決定を下す前にその請求を取り下げた場合、関

連手続は終了する。

第 条 審査を経て、強制許諾の終了を請求する理由が成立しないと認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾の終了請求を棄却する決定を行わなければならない。強制許

諾の終了請求を棄却する決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を専利権者

に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、専利権者は通知を受取った

日より 日以内に意見を陳述することができる。

第 条 審査を経て、強制許諾の終了を請求する理由が成立すると認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾を終了させる決定を行わなければならない。強制許諾を終了

させる決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を、強制許諾を取得した機構

又は個人に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、強制許諾を取得し

た機構又は個人は通知を受取った日より 日以内に意見を陳述することができる。

強制許諾を終了させる決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）専利権者の氏名又は名称、住所。

（ ）強制許諾を取得した機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）強制許諾付与決定の書類番号。

（ ）決定の事実・法的根拠。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾を終了させる決定は、決定日より 日以内に専利権者及び強制許諾を取得した

機構又は個人に通知しなければならない。

付 則

第 条 既に発効した強制許諾付与決定及び強制許諾終了決定、並びに自動的に終

了する強制許諾は、専利原簿に登録し、かつ専利公報にて公告しなければならない。

第 条 当事者は国家知識産権局による強制許諾に関する決定を不服とする場合には、
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現地確認が必要であれば、現地確認のために二名以上の職員を派遣しなければならない。

第 条 専利権者は国家知識産権局が決定を下す前にその請求を取り下げた場合、関

連手続は終了する。

第 条 審査を経て、強制許諾の終了を請求する理由が成立しないと認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾の終了請求を棄却する決定を行わなければならない。強制許

諾の終了請求を棄却する決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を専利権者

に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、専利権者は通知を受取った

日より 日以内に意見を陳述することができる。

第 条 審査を経て、強制許諾の終了を請求する理由が成立すると認められた場合、

国家知識産権局は強制許諾を終了させる決定を行わなければならない。強制許諾を終了

させる決定を行う前、決定しようとする内容及びその理由を、強制許諾を取得した機構

又は個人に通知しなければならない。別途に指定がある場合を除き、強制許諾を取得し

た機構又は個人は通知を受取った日より 日以内に意見を陳述することができる。

強制許諾を終了させる決定には、以下の各項を明記しなければならない。

（ ）専利権者の氏名又は名称、住所。

（ ）強制許諾を取得した機構又は個人の名称若しくは氏名、住所。

（ ）強制許諾を付与された発明特許又は実用新案の名称、専利番号、出願日及び権利

付与公告日。

（ ）強制許諾付与決定の書類番号。

（ ）決定の事実・法的根拠。

（ ）国家知識産権局の公印及び責任者によるサイン。

（ ）決定日。

（ ）その他の関連事項。

強制許諾を終了させる決定は、決定日より 日以内に専利権者及び強制許諾を取得した

機構又は個人に通知しなければならない。

付 則

第 条 既に発効した強制許諾付与決定及び強制許諾終了決定、並びに自動的に終

了する強制許諾は、専利原簿に登録し、かつ専利公報にて公告しなければならない。

第 条 当事者は国家知識産権局による強制許諾に関する決定を不服とする場合には、
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法に照らして行政不服審査を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる。

第 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 条 本弁法は 年 月 日より施行する。 年 月 日付けの国家知識産

権局令第 号にて発布された「専利の強制実施許諾弁法」及び 年 月 日付け

の国家知識産権局令第 号にて発布された「公共健康問題に係る専利の強制実施許諾

弁法」は同時に廃止する。

専利標識表記弁法（第 号）

「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、 年 月 日より施行するものとする。

局長 田 力

普

年 月

日

第 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 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 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 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 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。

（ ）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。
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（ ）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 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。

第 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 条 専利標識の表記が本弁法第 条、第 条又は第 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 条の規定にしたがって処罰する。

第 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 条 本弁法は 年 月 日より施行するものとする。 年 月

日に国家知識産権局令第 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。

専利実施許諾契約届出弁法（第 号）

「専利実施許諾契約届出弁法」は、すでに局務会議の審議を通過したので、

ここに公布する。当該弁法は 年 月 日から施行する。

局長 田力

普

年 月 日

第一条 専利権の確実な保護、専利実施許諾行為の規範化、専利権運用の促

進のために、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国契約法」並びに

関連法律、法規に基づいて本弁法を制定する。
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（ ）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 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。

第 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 条 専利標識の表記が本弁法第 条、第 条又は第 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 条の規定にしたがって処罰する。

第 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 条 本弁法は 年 月 日より施行するものとする。 年 月

日に国家知識産権局令第 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。

専利実施許諾契約届出弁法（第 号）

「専利実施許諾契約届出弁法」は、すでに局務会議の審議を通過したので、

ここに公布する。当該弁法は 年 月 日から施行する。

局長 田力

普

年 月 日

第一条 専利権の確実な保護、専利実施許諾行為の規範化、専利権運用の促

進のために、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国契約法」並びに

関連法律、法規に基づいて本弁法を制定する。
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第二条 国家知識産権局が全国においての専利実施許諾契約の届出作業を管

理する。

第三条 専利実施許諾の許諾者は、適法の専利権者又はその他の権利者でな

ければならない。

共有されている専利権で専利実施許諾契約を締結する場合、共有者全員にお

いて別途約定があること、又は「中華人民共和国専利法」において規定があ

る場合を除き、ほかの共有者の承諾を得なければならない。

第四条 届出を申込む専利実施許諾契約は、書面の形式で締結されていなけ

ればならない。

専利実施許諾契約を締結する際、国家知識産権局が統合、製作した契約書の

手本を利用することができる。別の手本を採用した場合「中華人民共和国契

約法」の規定に合致しなければならない。

第五条 当事者は、専利実施許諾契約の発効日から起算して ヶ月以内に

届出手続を行わなければならない。

第六条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外

国の他の組織が届出手続を行う場合、法律に基づいて設立された専利代理機

構に委託して行わなければならない。

中国の企業、団体又は個人が届出手続を行う時、法に基づいて設立された専

利代理機構に委託して行うことが出来る。

第七条 当事者は郵便、直接に送達、交付、又は国家知識産権局が規定した

ほかの方式で専利実施許諾契約の届出手続きを行なうことができる。

第八条 専利実施許諾契約の届出を申し込む場合、次に掲げる書類を提出し

なければならない。

（一）許諾者又は許諾者が委託した専利代理機構によってサイン又は捺印さ

れた専利実施許諾契約届出申込表。

（二）専利実施許諾契約書。

（三）当事者双方の身分証明書。

（四）専利代理機構に委託した場合は、委託権限が明記されている委任状；

（五）その他の必要書類。
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第九条 当事者が提出した専利実施許諾契約には、次に掲げる内容を含まな

ければならない。

（一）当事者の氏名又は名称、住所。

（二）専利権の件数及び各専利権の名称、専利番号、出願日、査定公告日。

（三）実施許諾の種類と期間。

第十条 身分証明書を除き、当事者が提出する各書類は中国語によるもので

なければならない。身分証明書が外国語である場合、当事者は中国語訳文を

添付しなければならない。添付されていない場合、提出していないものと見

なす。

第十一条 国家知識産権局は、届出申込受領日から起算して 稼動日以内

に審査を実施し、届出の可否を決める。

第十二条 届出申込が審査を通じて合格された場合、国家知識産権局は当事

者に「専利実施許諾契約届出証明」を発行する。

次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、届出申込は拒否され、当事者に

「専利実施許諾契約届出拒否通知書」を送付する。

（一）専利権が既に終了されているか又は無効宣告された場合。

（二）許諾者は専利登録簿に記載されている専利権者又は許諾を与える権利

があるほかの権利者でない場合。

（三）専利実施許諾契約が本弁法第九条の規定に合致していない場合。

（四）実施許諾期間が専利権の存続期間を超えている場合。

（五）専利権の共有者が、法律規定又は約束を違反して専利実施許諾契約を

締結した場合。

（六）専利権が年金滞納期間中にある場合。

（七）専利権の帰属について紛争が生じているか、又は人民法院によって専

利権に対する保全措置が裁定されることで、専利権の関連手続が停止されて

いる場合。

（八）同一の専利実施許諾契約が繰り返して届出申し込みされた場合。

（九）質入された専利権である場合、但し、質権者が承諾した場合を除く。

（十）既に届出されている専利実施許諾契約に衝突している場合。
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第九条 当事者が提出した専利実施許諾契約には、次に掲げる内容を含まな

ければならない。

（一）当事者の氏名又は名称、住所。

（二）専利権の件数及び各専利権の名称、専利番号、出願日、査定公告日。

（三）実施許諾の種類と期間。

第十条 身分証明書を除き、当事者が提出する各書類は中国語によるもので

なければならない。身分証明書が外国語である場合、当事者は中国語訳文を

添付しなければならない。添付されていない場合、提出していないものと見

なす。

第十一条 国家知識産権局は、届出申込受領日から起算して 稼動日以内

に審査を実施し、届出の可否を決める。

第十二条 届出申込が審査を通じて合格された場合、国家知識産権局は当事

者に「専利実施許諾契約届出証明」を発行する。

次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、届出申込は拒否され、当事者に

「専利実施許諾契約届出拒否通知書」を送付する。

（一）専利権が既に終了されているか又は無効宣告された場合。

（二）許諾者は専利登録簿に記載されている専利権者又は許諾を与える権利

があるほかの権利者でない場合。

（三）専利実施許諾契約が本弁法第九条の規定に合致していない場合。

（四）実施許諾期間が専利権の存続期間を超えている場合。

（五）専利権の共有者が、法律規定又は約束を違反して専利実施許諾契約を

締結した場合。

（六）専利権が年金滞納期間中にある場合。

（七）専利権の帰属について紛争が生じているか、又は人民法院によって専

利権に対する保全措置が裁定されることで、専利権の関連手続が停止されて

いる場合。

（八）同一の専利実施許諾契約が繰り返して届出申し込みされた場合。

（九）質入された専利権である場合、但し、質権者が承諾した場合を除く。

（十）既に届出されている専利実施許諾契約に衝突している場合。
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（十一）ほかの届出拒否されるべき事情である場合。

第十三条 専利実施許諾契約が届出された後、国家知識産権局は、届出申し

込みが本弁法第十二条第二項に列挙されている事情に該当し、且つ、この事

情が解消されていないことが発現された場合、専利実施許諾契約の届出を取

り消し、当事者に「専利実施許諾契約届出取消通知書」を送付するべきであ

る。

第十四条 専利実施許諾契約届出の関連内容は、国家知識産権局が専利登録

簿に登記し、かつ専利公報において次に掲げる内容を公告する。

許諾者、被許諾者、主分類番号、専利番号、出願日、査定公告日、実施許諾

の種類、期間、届出日。

専利実施許諾契約が届出された後、変更、抹消及び取消された場合、国家知

識産権局は相応的に登記、公告する。

第十五条 国家知識産権局は専利実施許諾契約の届出のデータベースを設置

する。公衆は専利実施許諾契約の届出の法律状態を調べることができる。

第十六条 当事者が実施許諾の期間を延長する場合、元の実施許諾期限の満

了日前の ヶ月以内に変更協議書、届出証明書及びほかの関連書類を持参

して国家知識産権局に届出変更手続を行わなければならない。

専利実施許諾契約のほかの内容を変更する場合、前項の規定を参照して取り

扱う。

第十七条 実施許諾の期限が満了、又は事前に専利実施許諾契約を解除する

場合、当事者は期限満了、又は解除協議書締結後の 日以内に届出証明書、

解除協議書及びほかの関連書類を持参して国家知識産権局に届出抹消手続を

行わなければならない。

第十八条 届出された専利実施許諾契約に関わる専利権が無効宣告され、又

は期限満了日の前に終了された場合、当事者は遅滞なく届出抹消手続を行わ

なければならない。

第十九条 届出された専利実施許諾契約の種類、期間、ロイヤルティーの算

定弁法又は金額などは、専利管理部門が権利侵害賠償金額を調停時の参考と

することができる。
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第二十条 当事者が専利出願実施許諾契約により届出を申し込む場合、本弁

法を参照して実施するものである。

届出を申込む時、専利出願が却下され、取り下げられ、又は取下げられたと

見なされた場合、届出を拒否するものである。

第二十一条 当事者が専利出願実施許諾契約により届出を申込んだ場合、専

利出願が登録査定された後、当事者は遅滞なく専利出願実施許諾契約の名称

及び関連条項を変更しなければならない。専利出願が却下され、取り下げら

れ、又は取下げられたと見なされた場合、当事者は遅滞なく届出抹消手続を

行わなければならない。

第二十二条 本弁法は 年 月 日より施行する。同時に 年 月

日に国家知識産権局令第十八号により公布された「専利実施許諾契約届出

管理弁法」は廃止される。

著作権質権登録方法（第 号）

「著作権質権登録方法」は 年 月 日に国家版権局第 回局務会議

で採択された。現在、この方法を公布し、 年 月 日より施行する。

国家版権局局長 柳斌杰

年 月 日

第 条 著作権の質権設定の運用を規範化し、債権者の合法的利益を保護し、

著作権取引の秩序を維持するために、「中華人民共和国物権法」、「中華人

民共和国担保法」と「中華人民共和国著作権法」及び関係規定に基づき、本

方法を制定する。

第 条 国家版権局は著作権の質権登録に責任を負う。

第 条 「中華人民共和国著作権法」に規定された著作権および著作権に関

する権利（以下、ともに「著作権」という）の財産権には質権を設定するこ

とができる。

共有に係る著作権に質権を設定する場合、別途約束がある場合を除き、すべ

ての共有者の合意を得なければならない。
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第二十条 当事者が専利出願実施許諾契約により届出を申し込む場合、本弁

法を参照して実施するものである。

届出を申込む時、専利出願が却下され、取り下げられ、又は取下げられたと

見なされた場合、届出を拒否するものである。

第二十一条 当事者が専利出願実施許諾契約により届出を申込んだ場合、専

利出願が登録査定された後、当事者は遅滞なく専利出願実施許諾契約の名称

及び関連条項を変更しなければならない。専利出願が却下され、取り下げら

れ、又は取下げられたと見なされた場合、当事者は遅滞なく届出抹消手続を

行わなければならない。

第二十二条 本弁法は 年 月 日より施行する。同時に 年 月

日に国家知識産権局令第十八号により公布された「専利実施許諾契約届出

管理弁法」は廃止される。

著作権質権登録方法（第 号）

「著作権質権登録方法」は 年 月 日に国家版権局第 回局務会議

で採択された。現在、この方法を公布し、 年 月 日より施行する。

国家版権局局長 柳斌杰

年 月 日

第 条 著作権の質権設定の運用を規範化し、債権者の合法的利益を保護し、

著作権取引の秩序を維持するために、「中華人民共和国物権法」、「中華人

民共和国担保法」と「中華人民共和国著作権法」及び関係規定に基づき、本

方法を制定する。

第 条 国家版権局は著作権の質権登録に責任を負う。

第 条 「中華人民共和国著作権法」に規定された著作権および著作権に関

する権利（以下、ともに「著作権」という）の財産権には質権を設定するこ

とができる。

共有に係る著作権に質権を設定する場合、別途約束がある場合を除き、すべ

ての共有者の合意を得なければならない。

 
 
 

401 

第 条 著作権に質権を設定する場合、質権設定者は質権者と書面による質

権契約を結ぶものとし、双方は登録部門に著作権の質権登録を共同に行う。

質権設定者と質権者は登録の手続きを自ら行ってもよく、代理人に委任して

行ってもよい。

第 条 著作権質権の設立、変更、譲渡及び消滅は「著作権質権登録簿」に

記載されてから効力が発生する。

第 条 著作権の質権登録を申請するとき、以下の書類を提出するものとす

る。

（ ）著作権質権登録申請書。

（ ）質権設定者及び質権者の身分証明。

（ ）主契約及び著作権質権契約書。

（ ）代理人に委任する場合、委任状及び受託者の身分証明を提出する。

（ ）共有に係る著作権に質権を設定する場合、共有者が質権の設定を認める

旨の書類を提出する。

（ ）質権設定する前に、他人に使用を許諾した場合、その許諾契約を提出す

る。

（ ）質権設定した著作権は、価値評価を行ったか、または質権者または関係

法律に価値評価が要求された場合、有効な価値評価報告を提出する。

（ ）提出する必要があるその他の書類。

提出した書類が外国語によるものである場合、中国語の訳文を添付しなけれ

ばならない。

第 条 著作権質権契約は以下の内容を含まなければならない。

（ ）質権設定者及び質権者の基本情報。

（ ）担保される債権の種類と金額。

（ ）債務者の債務履行の期限。

（ ）質権設定した著作権の内容と保護期間。

（ ）質権による担保の範囲及び期限。

（ ）当事者が約束した他の事項。
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第 条 申請者の提出した書類が完備である場合、登録部門は受理するもの

とする。提出した書類が不完備である場合、登録部門は申請を受理しないも

のとする。

第 条 審査を経て、登録要件を満たした申請について、登録部門は受理し

てから 日以内に登録するとともに、質権設定者及び質権者に「著作権質権

登録証書」を発行する。

第 条 審査を経て、登録要件を満たしていない申請について、登録部門は

受理してから 日以内に申請者に補正を通知する。補正通知書には、補正す

べき事項及び合理的な補正期間を明記すべきである。正当な理由なく期間を

経過しても補正を行わないとき、その申請は取り下げられたものとみなされ

る。

第 条 「著作権質権登録証書」は以下の内容を含む。

（ ）質権設定者及び質権者の基本情報。

（ ）質権設定した著作権の基本情報。

（ ）著作権の質権の登録番号。

（ ）登録日。

「著作権質権登録証書」には、「著作権の質権が登録日より設定される」と

いう旨を明記しなければならない。

第 条 次の各号の一に該当するとき、登録部門は登録しない。

（ ）質権設定者は著作権者でないとき。

（ ）契約が法令の強制的な規定に違反しているとき。

（ ）質権設定した著作権の保護期間は満了したとき。

（ ）債務者の債務履行の期限が著作権の保護期間を超えているとき。

（ ）質権設定した著作権の帰属について争いがあるとき。

（ ）質権設定の条件を満たさないその他のとき。

第 条 登録部門が著作権の質権を登録するまでに、申請者は登録申請を取

り下げることができる。

第 条 著作権が質権設定されている期間において、質権設定者は質権者の

許可を得ずに、質権設定した権利を譲渡するかまたは他人に使用を許諾して
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第 条 申請者の提出した書類が完備である場合、登録部門は受理するもの

とする。提出した書類が不完備である場合、登録部門は申請を受理しないも

のとする。

第 条 審査を経て、登録要件を満たした申請について、登録部門は受理し

てから 日以内に登録するとともに、質権設定者及び質権者に「著作権質権

登録証書」を発行する。

第 条 審査を経て、登録要件を満たしていない申請について、登録部門は

受理してから 日以内に申請者に補正を通知する。補正通知書には、補正す

べき事項及び合理的な補正期間を明記すべきである。正当な理由なく期間を

経過しても補正を行わないとき、その申請は取り下げられたものとみなされ

る。

第 条 「著作権質権登録証書」は以下の内容を含む。

（ ）質権設定者及び質権者の基本情報。

（ ）質権設定した著作権の基本情報。

（ ）著作権の質権の登録番号。

（ ）登録日。

「著作権質権登録証書」には、「著作権の質権が登録日より設定される」と

いう旨を明記しなければならない。

第 条 次の各号の一に該当するとき、登録部門は登録しない。

（ ）質権設定者は著作権者でないとき。

（ ）契約が法令の強制的な規定に違反しているとき。

（ ）質権設定した著作権の保護期間は満了したとき。

（ ）債務者の債務履行の期限が著作権の保護期間を超えているとき。

（ ）質権設定した著作権の帰属について争いがあるとき。

（ ）質権設定の条件を満たさないその他のとき。

第 条 登録部門が著作権の質権を登録するまでに、申請者は登録申請を取

り下げることができる。

第 条 著作権が質権設定されている期間において、質権設定者は質権者の

許可を得ずに、質権設定した権利を譲渡するかまたは他人に使用を許諾して
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はならない。

質権設定者が質権設定した権利を譲渡するかまたは他人に使用を許諾して取

得した料金は、質権者への債務の早期弁済または供託に用いるものとする。

第 条 次の各号の一に該当するとき、登録部門は質権登録を取消すものと

する。

（ ）登録後、本方法第 条に掲げる事情のいずれかが発見されたとき。

（ ）司法部門、仲裁部門、行政管理部門が出した質権の効力に関する裁決や

行政処罰決定書に基づいて取消すべきであるとき。

（ ）著作権質権契約が無効であるかまたは取消されたとき。

（ ）申請者が偽造の書類またはその他の手段により著作権の質権を偽って登

録したとき。

（ ）取消すべきその他のとき。

第 条 著作権が質権設定されている期間において、申請者の基本情報、著

作権の基本情報、担保されている債権の種類及び金額または担保の範囲など

の事項に変更があった場合、申請者は、変更協議書、当初の「著作権質権登

録証書」その他の関係資料を持参して登録部門に登録の変更を申請すること

ができる。

第 条 登録の変更申請は、登録部門が受理してから 日内に審査を完了

する。審査に合格したとき、変更事項を登録する。

変更事項が証書の内容の変更に関係する場合、当初の登録証書を返却すべき

であり、登録部門は新しい証書を発行する。

第 条 次の各号の一に該当するとき、申請者は質権登録の取消を申請する

ことができる。

（ ）質権設定者と質権者は協議して取消に合意したとき。

（ ）主契約の履行が完成したとき。

（ ）質権がすでに実現されているとき。

（ ）質権設定者が質権を放棄したとき。

（ ）質権が消滅するその他のとき。
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第 条 質権登録の取消を申請するとき、登録取消申請書、登録取消証明、

申請者の身分証明などの書類を提出するとともに、当初の「著作権質権登録

証書」を返却しなければならない。

登録部門は、受理してから 日以内に取消作業を完了し、登録取消通知書を

発行するものとする。

第 条 登録部門は公衆の調査のために、著作権の質権登録に関する情報を

記載する「著作権質権登録簿」を設けるものとする。

「著作権質権登録証書」の内容は「著作権質権登録簿」と一致しなければな

らない。両者の記載が一致しない場合、「著作権質権登録簿」に誤記がある

ことを証明できる場合を除き、「著作権質権登録簿」によるものとする。

第 条 「著作権質権登録簿」は以下の内容を含むものとする。

（ ）質権設定者及び質権者の基本情報。

（ ）著作権質権契約の主な内容。

（ ）著作権質権登録番号。

（ ）登録日。

（ ）登録取消状況。

（ ）登録変更状況。

（ ）登録抹消状況。

（ ）記載すべきその他の内容。

第 条 「著作権質権登録証書」が滅失または破損した場合、登録部門に再

発行または証書の更新を申請することができる。登録部門は申請を受け取っ

てから 日以内に再発行または証書の更新を行う。

第 条 登録部門は国家版権局のオフィシャルサイトで著作権質権登録の

基本情報を公表する。

第 条 本方法は国家版権局により解釈される。

第 条 本方法は 年 月 日から実施される。 年 月 日に国

家版権局により公布された「著作権質権設定登録方法」は同時に廃止する。
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2012年 11月に入手した情報に基づくものであり、

その後の法律改正等によって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・解釈がこのとおりである

ことを保証するものでないことを予めお断りします。 
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