
 
 

 
 
 
 
職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争  
をめぐる法律問題の研究調査レポート  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2013 年 12 月	 

日本貿易振興機構（JETRO）	 

北京事務所	 知識産権部	 

平成 23年度 
特許庁 
受託事業 



 

 17 

 

 

 

 

第三部分  

判例の要旨	 

 
 



 

 18 

 
説明：  
 
今回取り上げた司法判例は計３２件でそのうち裁定書は４件、仲裁書は４件、判決書は

２４件となっている。 
 
裁定書（４件）： 
１、陳志山が同済大学を訴えた、職務発明者、考案者に対する奨励金、報酬をめぐる紛

争事案 
２、曾守奎と成都発動機の職務発明者、考案者に対する奨励金、報酬をめぐる紛争事案 
３、徐浩明、呉春華が被告の上海貝紅通信電器国際有限公司に対し職務発明者、考案者

の奨励金、報酬を支給するよう訴えた紛争事案 
４、徐某が上海邑亘文化伝播公司を訴えた職務技術成果の発明者、考案者に対する奨励

金、報酬をめぐる紛争事案 
 
仲裁書（４件） 
１、北京万東康源科学技術開発有限公司と呂适如の特許報酬支払いをめぐる紛争事案第

二審	 	 民事仲裁書（２００６）高民終字第５１９号 
２、李宝明と北京万東康源科学技術開発有限公司の特許報酬支払いをめぐる紛争事案第

一審	 	 民事仲裁書（２００６）一中民初字第１１２６２号 
３、李群と北京万東康源科学技術開発有限公司の特許報酬をめぐる紛争事案第一審 
民事仲裁書（２００６）一中民初字第１１２６１号 
４、魏西広と北京万東康源科学技術開発有限公司の特許報酬をめぐる紛争事案第一審	 

	 民事仲裁書（２００６）一中民初字第１１２６３号 
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一、汪和睦が大連高新生物製薬有限公司等を訴えた科学技術成果の転化についての

奨励金をめぐる紛争事案  
２００３大民知初字第２８号 

 
（一）事案の概要  
	 ２００２年９月２９日、天津博泰、高新製薬公司、汪和睦（天津博泰公司取締役）の三

者が契約を締結、その主な内容は、天津博泰が派遣した研究開発責任者汪和睦の「重組（ハ

ンゼヌラアノラマ）Ｂ型肝炎ワクチンの遺伝市組み換え」の技術開発過程における貢献を

評価し、高進製薬公司は２００２年１０月から２００４年９月まで汪和睦を技術顧問とし

て雇用し、毎月５０００元の顧問費用を与えること、であった。しかし、当該技術を譲渡

する際に同氏が得てしかるべき物質的な奨励については扱われておらず、また考慮されて

もいなかった。そのため、汪和睦は法院に告訴し、被告に対し法に基づき一定の比率で物

質的奨励、合計人民元２００万元を支払うよう請求した。法院は審理の結果、事案に関す

る技術成果「リコンビネーション（汉逊酵母）ヘパタイテイスＢワクチン」は職務技術成

果として認定することができないとし、原告・汪和睦の請求を棄却した。  
 

（二）法律問題  
１、職務発明（技術成果）の認定問題 
 
（三）裁判官の意見  
	 １、職務発明（技術成果）の認定問題 
奨励を得るには下記の条件を満たすこと：一、職務技術成果が存在する。二、技術成果

を完成させた組織がすでに当該職務技術成果を譲渡、または転化している。三、奨励を得

る者は職務技術成果を完成させた個人でなくてはならない。このうち、第一の条件は第二、

第三の条件の前提となっている。 
職務技術成果は以下の条件を満たすこと：一、技術成果の完成者は技術成果権利者の在

職従業員である、すなわち技術成果の完成者と技術成果の権利者の間に正式のあるいは臨

時の労働契約関係が存在する。二、技術成果は完成者が当組織（つまり技術成果の権利者）

の科学研究や技術開発課題を引き受けた時、あるいは部署の職責を履行した時に完成させ

たものである。このうち、第一条件は第ニ条件の前提となる。 
本事案において、原告・汪和睦は被告との間に正式の、あるいは臨時の労働契約関係が

存在することを主張しておらず、またそれを証明する証拠も提供していない。よって、原

告・汪和睦は被告の在職従業員ではなく、その身分は職務技術成果の認定を受けるものと

して相応しくなく、事案に関わる技術成果を職務技術成果として認定することができない。

よって、当法院は事案に関する技術成果が誰によって完成されたか、すでに譲渡または転

化が行われていたのかという二つの問題については、判断をしない。 
 
２、法律適用問題 
本法院は、事案に関する技術成果研究開発の契約書は１９９７年９月に締結され、その

技術成果の共有に関する契約書は２００２年９月に締結されたと考えている。原告は事案

に関する技術成果に基づいて訴訟を提起しており、事案に関する技術成果は上記の契約内

容の主要部分であり、そのため、本事案のうち上記契約に関わる訴訟には『契約法』第四

章の関連規定を適用するべきである。しかし、同法第四章は契約履行についての一般原則

しか定めておらず、技術契約の内容は第十八章に規定されていて適用できないので、本事
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案には『技術契約法』の関連規定を適用する。 
 
３、証拠問題 
証拠は原本を提供しなければならない。さもなくば反対尋問は行わない。 

 
二、謝文南が被告・明達ガラス（アモイ）	 有限公司に対し職務発明報酬の支払い

を要求した紛争事案  
（２００４）厦民初字第３４６号 

 
（一）事案の概要  
１９９６年１１月中旬、原告・明達ガラス（アモイ）有限公司の機械エンジニアである

謝文南は	 「完全折りたたみ、積み上げ式ガラス収納架」を設計した。会社はただちに採

用し、かつ国家専利局に実用新案特許を出願し、特許証明書を取得した。特許番号はＺＬ

９６２４７５５０．５で、証明書には考案者は謝文南であることが明記されている。過去

数年において、被告は当該特許を採用したことで、顕著な経済効果を得た。しかし、１９

９７年に１万元の奨励を支給したのを除くと、同社は一貫して特許法の規定に従わず、原

告が職務発明の考案者として得るべき合理的な報酬を支払っていなかった。このため、謝

文南は法院に対し、同社に職務発明の考案者への報酬として６０万を支払うよう命令する

よう請求した。審理を通じ、一審法院は原告の請求は訴訟時効を過ぎていないものの、事

実及び法的証拠に欠けていて成立し得ないとし、原告・謝分南の請求を棄却した。 
 

（二）法律問題  
１、被告は『特許法』第１６条の義務主体かどうか 
２、被告は『特許法実施細則』の規定に基づいて原告に報酬を支払うべきか 
３、被告が自ら制定した『奨励実施弁法』に基づいて原告に支払った「１万元のボーナ

スと２階級分の昇給」の性質 
４、訴訟時効の問題 
 

（三）裁判官の意見  
	 １、被告は『特許法』第１６条の義務主体かどうか 
案件に関する特許の有効期限は２００６年１２月までであり、同期限までに『特許法』

の改正が行われた。１９９２年特許法中の「特許権の所有組織または保有組織」であれ、

２０００年の特許法中の「特許権を付与された組織」であれ、指し示しているのはいずれ

も被告である。特許を実施した後に発明者、考案者に与えるべき「奨励」を「報酬」に改

正することにより、科学技術のイノベーションを奨励するという立法主旨は特に変化せず、

同条文の改正は被告が履行するべき法定義務に影響しない。『特許法』第十六条の義務主

体は特許権を付与されるすべての組織であり、被告のいう、被告は三資企業であるのでこ

の条文の制約を受けないという弁論は、事実及び法的根拠を欠いており、成立しえない。 
 

	 ２、被告は『特許法実施細則』の規定に基づいて原告に報酬を支払うべきか 
事案に関する特許の有効期間内に、『特許法実施細則』の改正も行われた。 
１９９３年と２００１年の実施細則を比較すると、２００１年の実施細則では主体が国

有企業または公的機関であることがより一層明確化され、中国のその他の組織はこれを参

照して実行することができるとしている。しかも実用新案の考案者に支払うべき報酬の割
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合は「税引き所得の０．５％－２％から、税引き所得の２％を上回る額」に引き上げられ

ている。２つの実施細則の条文の文面から判断すると、同条文は被告を含む中国のその他

の企業は考案者の奨励金や報酬を支払う時、『実施細則』を参照して実行することができ

るが、しかしまた参照せずに執行し、自ら関連の奨励弁法を制定する権利をも有する。 
 
３、被告が自ら制定した『奨励実施弁法』に基づいて原告に支払った「１万元のボーナ

スと２階級分の昇給」の性質 
被告が制定した『奨励実施弁法』中に言う「技術の改善」とは、職務発明創造特許を含

むすべての施設、設備、工程等について行われた改良や革新を指すと考えるべきである。

よって、被告が自ら制定した『奨励実施弁法』に基づいて原告に奨励を行ったことをもっ

てすでに『特許法』が規定する義務を履行したものと認定するべきである。このほか、被

告は紛争に関する特許を設計したことによって得るべき奨励を評定する時、すでに特許の

後で発生の経済利益を考慮に入れた上で、原告に報酬を支払った。よって、被告は原告に

再度報酬を支払う必要はなく、原告の請求は事実及び法的根拠に欠けており、棄却されて

しかるべきである。 
 

	 ４、訴訟時効についての問題 
法院は、被告は２００２年１１月１１日に「収納架奨励紛争に関する意見陳述」を発行

したことを証明したが、同意見陳述書がアモイ市専利局に届けられた時間及びその後原告

に送達された日時を証明しておらず、よって被告が同意見陳述書を発行した日時をもって

原告の訴訟時効が超過していることを証明することは事実及び法的根拠が乏しく、支持す

ることができない、としている。原告の抗弁の理由は成立する。このほか、事案に関する

特許は依然として特許保護期間内にあり、原告の被告に対する報酬支払い請求は継続状態

にあり、提起された訴訟は時効を過ぎていない。 
 

三、厳世鑫と被告・馬鞍山鋼鉄股フェン有限公司の、職務発明創造の発明者、考案

者への報酬、奨励に関する紛争事案  
（２００７）合民三初字第１２３号 

 
（一）事案の概要  
１９９０年１２月２１日、馬鞍山鋼鉄公司は国家専利局に「 筋風冷下注単層凹形底板」

の実用新案を出願した。出願書類に記載された考案者は厳世鑫、肖大山、李宜泱、李敬肖、

孫際（基）道、王益芳の６名であった。１９９１年１２月２５日、国家専利局は実用新案

を付与した。技術実施後に、厳世鑫は一貫して実施組織に対し特許報酬を支払うよう求め

たが、馬鞍山鋼鉄股フェン有限公司はまったく支払わなかった。厳世鑫は、同社の行為は

合法的権利の侵害にあたると判断して法院に訴訟を提起し、馬鞍山鋼鉄股フェン有限公司

に対し特許報酬として２３１６６００元を厳世鑫に支払い、かつ訴訟の費用を負担するよ

うに求めた。一審法院は審理を通じて判決を下し、被告に相応の報酬を支払うよう命じた。 
 

（二）法律問題  
１．事件にかかわる特許の考案者の報酬の計算 

 
（三）裁判官の意見  
１．事案に関する特許考案者に対する報酬の計算 
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考案者６名は特許の報酬の請求権を共有している。馬鞍山鋼鉄股フェン有限公司は馬鞍

山鋼鉄公司分立後に設立された、当該特許に関する義務の請負主体であり、特許考案者に

対し特許報酬を支払う義務をおわなければならない。 
訴訟過程において、原告と被告の双方は単層凹形底板と二層凹形底板の１トンあたりの

鋼鉄の消耗低下率を計算し、発生した経済利益の増加分のうちの一定の比率を特許報酬と

して確定するという方法に異論はない。しかし、原告のひとりである厳世鑫と馬鞍山鋼鉄

股フェン有限公司の論争の焦点は二層凹形底板と単層凹形底板の１トンあたりの鋼鉄消

耗値の採用についてである。本件に関する特許技術が底板の消耗を下げる積極的な効果が

あるだけでなく、更に操作時間を短縮できるし、鋼鉄の浪費をなくす。しかも馬鞍山鋼鉄

股フェン有限公司は直ちに特許技術の考案者に特許の報酬を支払っていないので、法院は

『中華人民共和国特許法実施細則』に規定される特許報酬の 高支給率、すなわち２％に

もとづき特許各考案者に報酬を支払う。 
 

四、虞計明が浙江威奇電気有限公司を訴えた、職務発明の考案者への奨励をめぐる

紛争事案  
（２００６）杭民三初字第２６２号 

 
（一）事案の概要  
	 原告は事件に係わる特許の考案者である。被告は上述の職務発明の特許権を取得した後、

海寧市人民政府の関連文書による規定によって、８０，０００元の特許奨励金を申請・受

領した。『海寧市の特許に係わる特別資金の管理弁法』第八条第９項「職務発明・創造の

場合、企業が取得した特許奨励金について、発明者や考案者への奨励部分を５０％以上と

すること。」の規定に基づき、前記特許の考案者として、原告が相応する奨励経費を４０，

０００元取得する権利を有すると原告は主張しているが、被告は支払っていない。原告は

自分の合法的権益を守るため、貴法院に訴え、被告による特許の奨励金の支払いを命ずる

判定を申し立てた。審理を通じて、法院は原告の請求を棄却すると判決した。 
 
（二）法律問題  
	 １、職務発明創造の発明者又は考案者への奨励・報酬範囲 

 
（三）裁判官の意見  
	 １、職務発明の発明者又は考案者への奨励・報酬範囲 
	 原告・虞計明と被告・浙江威奇電気有限公司が紛争する職務発明の考案者への奨励は、

海寧市人民政府による『海寧市の特許に係わる特別資金の管理弁法』（文書番号：海政発

［２００４］４７号）において規定されている奨励金であり、当該奨励資金は主に海寧市

の財政予算配分及び国・省の特許に係わる特別資金に由来し、『中華人民共和国特許法実

施細則』第六章に規定されている職務発明の発明者、あるいは考案者への奨励・報酬範囲

に当たらない。 
 

五、上海瑞奇電気設備有限公司が譚某を訴えた職務技術成果完成者への奨励金をめ

ぐる紛争事案  
	 （２００９）浦民三（知）初字第５５号 
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（一）事案の概要  
	 ２００６年３月９日、原告・上海瑞奇電気設備有限公司と被告とは協議書を締結し、被

告が原告に技術と技術役務の労務を提供し、原告は技術と技術役務の奨励費を支払うこと

を取り決めた。協議書の第１７条では、招聘期間中に被告が一方的に協議書を中止し、原

告の会社を去る場合、原告が支払い済みの職務技術と技術役務奨励金の倍で返還すること

を負担するものとすると特別に約束した。協議書が締結した後、原告は約束どおりに、被

告に合計ＲＭＢ２５万元の職務技術と技術役務の奨励金を支払った。が、２００７年８月

から、被告が高血圧を理由として、何度も辞職申請を出し、２００７年９月２１日に原告

はやむを得ず被告の辞職申請に同意した。そのため、原告は被告を起訴し、被告には職務

技術と技術役務の奨励金の倍である計５０万元を返還することを求めた。一審法院は、審

理を通じて、原告・上海瑞奇電気設備有限公司の請求を棄却すると判決した。 
 
（二）法律問題  
１、原告、被告間の契約関係の認定 
２、『協議書』条項第１７条の効力 
３、被告は原告のすでに払った職務技術と技術役務の奨励金を倍で返還すべきか否か 

 
（三）裁判官の意見  
１、原告、被告間の契約関係の認定 
	 原告と被告が締結した協議書の内容によると、被告は原告のために労務を提供し、原告

は被告に報酬を支払うこととされているので、双方の間に労働関係は存在する。しかし、

被告が定年退職後にまた原告のもとで勤務しているので、原告との間に成立しているのは

特殊な労働関係であり、勤務時間・労働者保護・ 低賃金については労働基準を参照し実

行するが、それ以外の部分は労働契約法の調整を受けず、双方自身で取り決めを交わすこ

とができ、またそれによって紛争が発生した場合、契約法で調整すべきである。 
 
２、『協議書』条項第十七条の効力 

	 『協議書』第十七条は、違約側が職務技術と技術役務の奨励金を倍で返還することにか

かわる取り決めである。労働契約法では、教育訓練費用、競業制限補償金のほか、雇用事

業者は、労働者によって違約金を負担することを労働者と取り決めてはならないと規定し

ている。しかし、本件『協議書』第１７条に係わる職務技術と技術役務の奨励金は、特殊

な労働関係における労働基準を参照して実行する対象範囲ではないから、同条項が有効か

否かについては、契約法の調整を受けるべきである。協議書の内容は、双方の自由意志に

よって協議の上合意し、成り立ったものである。故に、第十七条で交わされた取り決め内

容は、双方の真実な意思表示であり、原告・被告とも取り決めに従い履行すべきである。 
 

	 ３、被告は、原告のすでに払った職務技術と技術役務の奨励金を倍で返還すべきか否か 
	 契約法と『協議書』第十七条の取り決めによると、被告が違約責任を負担すべきかどう

かは、被告が協議書を繰り上げて解除した理由が不可抗力の要素に当たるか否かによる。 
	 本法院は、被告が辞職を請求した時、被告はすでに６０歳以上になっており、法定の定

年退職の年齢を上回っていると考慮している。被告の労働能力鑑定書は、被告辞職してか

ら２年後で発行されたものであるが、被告の労働能力が失う原因となった健康状況の形成

は長年の積み重ねの過程である。被告は高齢であり、且つ健康状態がすぐれないことを踏

まえ、確かに原告のもとで業務にあたるには適応できなくなっており、業務に適応できな
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い理由が被告の健康状況によるもので、被告の主観的な理由ではなく、原告が被告を招聘

して労務に従事させるという契約目的が実現不可能となっており、『協議書』第十七条に

記載される原告の支払い済み奨励金の倍額返還が免除される場合に該当し、被告は契約の

解除権を行使する条件を満たしており、一方的に辞職を請求する権利があるとともに、違

約責任を負担する必要がない。 
 

六、範蔭恒が遼寧師範大学を訴えた職務発明創造の発明者への奨励金をめぐる紛争

事案  
	 （２００９）大民四初字第３３２号 
 
（一）事案の概要  
	 原告の範蔭恒・呉強・廖世健は、原告三名の職務発明がすでに特許を付与されたが、同

じ三名の所属学校が２００４年に発表した『校内手当配分方案』、２００５年に発表した

『遼寧師範大学の特許に係わる管理方法』及び『学校の特許に係わる管理及び奨励弁法に

関する問答について』に規定されている発明特許に係わる奨励はいずれも執行されていな

いと共同で訴えた。そのため、法院まで訴えて、被告遼寧師範大学に特許権の付与を取得

した職務発明創造者には奨励を与えることを命ずる判決を請求し、支給してしかるべき本

件に関する特許の奨励金１０，０００元のうち、原告三名に５，０００元与えると主張し

た。法院は、被告に対し本件に関わる発明特許の奨励金として原告に５，０００元を支払

うよう命ずる判決を下した。 
 

（二）法律問題  
	 １、事件にかかわる特許の発明者が複数いて、その中の一部のものは法院に職務発明の

奨励・報酬権利を主張できるか否か 
	 ２、奨励・報酬基準について 
	 ３、訴訟時効の問題 
 
（三）裁判官の意見  
	 １、事件にかかわる特許の発明者が複数いて、その中の一部のものは法院に職務発明の

奨励・報酬権利を主張できるか否か 
	 『 高人民法院の＜中華人民共和国民事訴訟法＞の適用に関する若干の問題についての

意見』第五十六条の規定によると、共通の財産権が他人の侵害を受け、一部の共同権利者

が起訴した場合、その他の共同権利者は共同訴訟人に加えなければならない。 
 
	 ２、奨励・報酬基準について 
	 推算によると発明特許の奨励基準は５０００元となる。被告内部の『遼寧師範大学校内

手当配分方案』（文書番号：遼師大発［２００４］３号）の規定によると、科学研究の作

業量は得点数によって計算する、すなわち、月別に１点につき１０元、学校では１０ヶ月

ごとに支払うとする。Ａ類論文の科学研究得点数は９０点とし、発明特許の科学研究得点

数を５０点とする。これに従えば、発明特許の奨励基準は５，０００元になるはずである。

原告・範蔭恒の上記推算も当該する文書の前記規定を証明した。原告三名の『遼寧師範大

学校内手当配分案』に基づく発明特許の奨励基準は５０００元であるという主張について、

本法院はこれを採用する。 
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	 ３、訴訟時効の問題 
	 本件に関する特許権の授権公告日、または『遼寧師範大学校内手当配分案』の発行日を

訴訟時効の起算日とする被告の主張は、いずれも法的な根拠が不足している。さらに、原

告・範蔭恒は２００８年に発明特許の奨励問題について大連市知識産権局に状況を訴え、

被告を督促し、被告の奨励実施状況を監督するよう請求したことがあり、これは訴訟時効

の中断と見なすべきである。よって、被告による訴訟時効の抗弁については、本法院はこ

れを採用しない。 
 
七、王文輝が北京北摩高科摩擦材料有限責任公司他を訴えた発明特許の報酬をめぐ

る紛争事案  
	 （２０１０）一中民初字第１２４１０号 

 
（一）事案の概要  
	 ２００３年７月１日から２００８年６月３０日にわたって、原告・王文輝は研究開発主

任の職務を担当しており、その間、鉄基粉末焼結摩擦材料など、多数の製品と技術を研究

開発した。専利局は同発明に特許権（特許番号０３１２１９８２．９）を付与した。特許

証書には、同特許の発明者が王文輝氏と明記されている。被告は、同特許の応用範囲の拡

大及び取得した経済利益によって合理的な報酬を支払うことを断った。従って、原告は法

院に訴訟を提起した。審理の結果、法院は原告・王文輝の請求を棄却すると判決を下した。 
 

（二）法律問題  
	 １、特許証書に記載されている発明者は法院が発明者を確認するための唯一の根拠であ

る 
	 ２、訴訟時効の問題 

 
（三）裁判官の意見  
	 １、特許証書に記載されている発明者は法院が発明者を確認するための唯一の根拠であ

る 
	 原告の、同氏が特許の唯一の発明者であるという主張は事実と一致しない。同技術は、

北摩工場と空軍在北京地区軍代表室の共同開発によるものであり、原告以外に、１４名が

同技術に対して実質的な貢献を果たしており、いずれも同特許技術の発明者である。原告

は、同特許の出願業務を担当する時、職務上の便宜を利用し、１５人の特許発明者を記載

する１頁目の出願表を原告が唯一の発明者であるとする表にすり替えた。従って、原告は

本件に関する特許の１５名の発明者の一人にすぎず、唯一の発明者ではない。 
 
	 ２、訴訟時効の問題 
	 （前記）内部規定の作成には王文輝も参加しているから、それを知っているはずである。

従って、王文輝は『企業従業員賞罰条例』の制定時、すなわち２００２年１月２６日に、

すでに自分が特許の発明者として被告に報酬の獲得権利を主張することができることを

知っていたはずである。本件に関する特許は２００５年１２月に使用停止となっている。

従って、王文輝が自らを発明者としての報酬権を主張しようとする場合、遅くてもその後

の２年以内に提出すべきであり、さもないと２年間の訴訟時効を過ぎてしまう。王文輝は、

当事件において、時効を迎える前に被告に対し本件に関する特許の報酬権を主張したこと

を証明する証拠を提出していない、訴訟時効の中止、又は中断に至った。 
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八、徐吉浣等が上海同済三星燃気公司を訴えた特許報酬紛争事案二件  
	 （２００４）滬二中民五（知）初字第９４号ＺＬ９９２２７７８５．Ｘ 
	 （２００４）滬二中民五（知）初字第９５号ＺＬ００２１６４９９．Ｘ 
 
（一）事案の概要  
	 原告・徐吉浣、秦朝葵、袁林森は被告・三星公司での職務兼任期間中、「燃焼ガス赤外

線と大気式火焔を組合せた燃焼装置」の研究開発という科学技術的成果をあげた。この科

学技術成果は２０００年４月７日に特許権が付与された、特許番号はＺＬ９９２２７７８

５．Ｘである。特許実施後、原告は被告・三星公司にたいし、関連の法律法規に及び政策

の規定に基づいて相応の報酬を支払うように請求したが、被告・三星公司はこれを拒絶し

た。原告は法院に提訴し、相応の報酬を支払うよう請求した。法院は審理の結果、被告に

原告に対し相応の報酬の支払を命ずる判決を下した。 
 
（二）法律問題  
	 １、雇用主側はすでに報酬は支払ったと主張している。どちらが証明責任を負うのか。 
	 ２、報酬の算定基準は？ 
	 ３、特許譲渡後、譲受側は特許権者である雇用主に対してのみ一部譲渡金を支払うが、

報酬はどのように計算するのか。 
 
（三）裁判官の意見  
	 １、雇用主側はすでに報酬は支払ったと主張している。どちらが証明責任を負うのか。 
挙証責任は被告側にある。 
 
	 ２、報酬の算定基準は？ 
	 『実施細則』（１９９２年改正）第七十三条「発明の特許権の所有単位は、他の単位ま

たは個人にその特許の実施を許諾した場合、徴収した実施料から納税分を引いた後、５－

１０％を報酬として発明者または考案者に支給するものとする。」という規定の上限を参

照して処理することができる。 
 
	 ３、特許譲渡後、譲受側は特許権者である雇用主に対してのみ一部譲渡金を支払うが、

報酬はどのように計算するのか。 
	 実際に受け取った譲渡料が協定で取り決めた譲渡料に占める割合を参照して事案に関

する特許について被告が受けとる譲渡料を計算することができる。（本事案において、実

際に受け取った譲渡料は２４０万元であり、協定で取り決めた譲渡料である３００万元の

８０％である。よって事案に関する特許について被告・三星公司が受け取る譲渡料は協定

の譲渡料である６２万元の８０％、すなわち４９．６万元と算定できる。また報酬につい

て『中華人民共和国専利法実施細則』（１９９２年改訂）第七十三条の規定する割合は１

０％であるので、被告・三星公司は原告に対し４．９６万元を報酬として支払わなければ

ならない。） 
 

九、苟卉が被告・北京路翔技術発展有限 任公司、広州路翔股フェン有限公司を訴

えた職務発明創造者・考案者への奨励・報酬金をめぐる紛争事案  
（（２００５）二中民初字第８２号） 
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（一）事案の概要  
	 原告は北京路翔における在職期間中、１９９７年７月－１０月の間に、ＬＪＨ１４０「ア

スファルト切り取り混錬機」の全体図及び部品図の設計を完了した。１９９７年から、被

告２社は原告の設計を利用して巨大な経済利益を獲得した。しかし被告２社が法律規定に

従って本人に奨励・報酬を払うことを拒否したため、原告は法院に訴訟を提起した。法院

は審理を通じて、果被告が相応の報酬を払うことを判決した。 
 

（二）法律問題  
１、奨励金の具体的な支払い金額の確定 
２、事件にかかわる特許の実施 

 
（三）裁判官の意見  
１、奨励金の具体的な支払い金額の確定 
原告が事件にかかわる特許に対する貢献程度や事件にかかわる特許の経済価値などの

要素を勘案し、公平及び科学技術の進歩に有利する原則に即して、北京路翔より原告に支

払うべく奨励金の具体的な金額を確定する。 
 
２、事件にかかわる特許の実施 
被告である北京路翔公司は案件に関する特許を実施した製品の製造、販売を自ら行なっ

ていないが、案件の部外者である如意中心と協力してＬＪＨ１４０アスファルト切り取

り混錬機の製造、販売行為を行なっており、これは案件に関する特許の実施行為に属す

とみなされるべきである。なぜなら、北京路翔公司がこの方法によって案件に関する特

許を実施した理由は自分が機械設備を加工製造する能力を備えていないということであ

るからである。この方法によって案件に関する特許を実施することで案件に関する特許

製品を自己生産するために工場建設に投資することを避けることができる。 
 

十、陳書文が石炭グループの華興鉱業有限公司、河南省華興鋇業有限責任公司を起

訴した、懸賞広告及び職務発明創造発明者、考案者の奨励・報酬をめぐる紛争案件  
	 （２００９）鄭民三初字第４２１号	 

	 

（一）事案の概要  
	 原告・陳書文は、２００２年に空き時間と廃棄材料を利用して、「残滓放出機」の研究

開発に成功し、その使用により会社に巨大な利益をもたらしたと主張した。華興鉱業公司

は、社内で「黄金の提案」活動を展開し、価値のある提案に対しては利益創出効果の評価

に応じて提案者に一定の奨励を行った。ここで、年間に１０万元以上の利益を創出した場

合は５％の奨励が支給されるとした。しかし、陳書文が「残滓放出機」を開発後、華興鉱

業公司、華興鋇業公司は陳書文に対し関連の奨励費用を支払わなかった。そこで原告は法

院に対し、被告の華興鉱業公司、華興鋇業公司に陳書文に対し１７．５万元の奨励費の支

払いを命じるよう申立てた。法院は審理の結果、被告に対し、原告に七万元の奨励費を支

払うよう命じる判決を下し、原告のその他の請求は棄却した。	 

	 

（二）法律問題  
１、会社が発表した『黄金の提案通知』の法的性質	 
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２、奨励金の具体的な給付額の確定	 

	 

（三）裁判官の意見  
１、会社が発表した『黄金の提案通知』の法的性質	 

懸賞広告に属する。懸賞広告は広告人が広告の形式によって懸賞広告中で規定される特

定の行為を達成した者に対し広告中で取り決めた報酬を給付するという意志を表明する

行為である。本事案中の懸賞広告は華興鉱業公司が行った一方的な法律行為であり、その

意志表示の対象は華興鉱業公司の所属機関及び労働組合の従業員であり、実施日は２００

３年４月２０日であった。陳文書は当時、華興鋇業公司で業務にあたっており、華興鋇業

公司と華興鉱業公司は互いに独立した法人であり、陳書文は華興鉱業公司の文書が華興鋇

業公司に対し法的効力を生じることを証明する証拠を持たない。よって陳書文は懸賞広告

の対象者ではなく、華興鉱業公司が発表した『黄金の意見通知』は陳書文に対し法的効力

を生じない。	 

	 

２、奨励金の具体的な給付額の確定	 

	 事案に関する特許権は判決の発効により企業に帰属することとなったが、原告は当該特

許の実質的な特徴について創造的な貢献をした者、すなわち事案に関する職務発明創造の

考案者である。『中華人民共和国特許法』第十六条の規定及び『中華人民共和国特許法実

施細則』第七十八条の規定によると、華興鋇業公司は事案に関する職務発明特許の権利者

として、特許に対し貢献した陳書文に一定の奨励金を与えなければならない。本法院は事

案に関する特許の価値、華興鋇業公司にもたらされた年間の利益を参考にし、奨励金額を

７万元と算定した。	 

 

二審  
 

十一、上訴人・翟作仁と被上訴人・瀋陽市紡績科学研究院（以下、「紡績研究院」

という）間の科学技術成果の奨励・報酬金をめぐる紛争事案  
	 （２００５）	 遼民四終字第３６号 

 
（一）事案の概要  
	 １９９７年に、紡績研究院の元院長・李景弟の主導の下で、エアダクト製品の開発をス

タートした。翟作仁はその一員として、設備の研究製作に創造的な貢献を果たした。翟作

仁は法院に提訴し、紡績研究院に対し本件に関する職務技術成果の使用と譲渡によって得

た収益の中から、一定の割合を奨励・報酬として支払うよう請求した。一審法院は、審理

の結果、一、瀋陽市紡績科学研究院が翟作仁に奨励金を５００元払う、二、それ以外の翟

作仁の請求を棄却するという判決を下した。原審判決後、翟作仁はこれを不服として控訴

したが、二審法院はこれを棄却し、原判決を維持した。 
 

（二）法律問題  
１、翟作仁は、ホットメルト接着式ダクトの生産技術及び一体的ダクトホットメルト接

着設備の主な研究開発者と考案者であるか否か 
２、奨励または報酬の認定	  
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（三）裁判官の意見  
【一審】  
１、翟作仁は、ホットメルト接着式ダクトの生産技術及び一体的ダクトホットメルト接

着設備の主な研究開発者と考案者であるか否か 
翟作仁は紡績研究院における在職期間中、事件に関する技術成果の研究製作と開発に積

極的に参加した。これは双方当事者いずれもが認める事実である。同時に、科学技術成果

鑑定証明書においても、翟作仁の創造性貢献は明確化されている。よって、一審法院は、

同氏を同技術成果の主な考案者であると認めた。しかし、翟作仁がホットメルト式接着法

生産技術の主な考案者であるという、同氏の主張は認めない。その理由として、ホットメ

ルト接着法法でエアダクトを生産するには、ダクトカーテンの研究開発及び接着設備の研

究開発という二つの研究開発成果が必要であり、両方のいずれもが成功しない限り、ホッ

トメルト接着法によってエアダクトを製造することは不可能であるからである。翟作仁は

エアダクトカーテンの研究開発に参加していない。したがって、翟作仁が同生産技術の主

要考案者であると認めることはできない。 
 
２、奨励または報酬の認定	  
一審法院は、翟作仁の要求の主な根拠は、紡績研究院が１９９９年に鉄法鉱務局と締結

した提携契約書であると判断している。この契約書によると、紡績研究院は元値で鉄法

鉱務局にホットメルト式接着機一台を売却した。紡績研究院はなんらの収益を得ておらず、

しかも紡績研究院は翟作仁が研究開発に参与したホットメルト式接着設備から直接的な

利益を得なかった。翟作仁も紡績研究院が同成果の譲渡によって利益を得たことを証明す

るその他の証拠を提出していない。したがって、翟作仁の紡績研究院は奨励・報酬金を支

払うべきであるという主張について、法院はこれを支持しない。 
 
【二審】  

	 １、奨励または報酬の認定 
	 翟作仁の紡績研究院に対する奨励・報酬金の支払い請求は、紡績研究院が当該設備を

利用して利益を得たことを前提にするべきである。既存の証拠によると、当該設備はい

ずれもコスト価格で売却されており、研究員はこれによって利益を得たことがない。買い

手は同時に紡績研究院が生産したコーティングカーテンを購入したが、コーティングカー

テンの買い手がすべてのコーティングカーテンを特許設備を利用してエアダクトカーテ

ンを製造し、コーティングカーテンの利益が当該設備と完全に繋がることを証明する証拠

は存在しないので、コーティングカーテンによって得た利益を設備の利益と同一視するこ

とはできない。また、翟作仁は紡績研究院がコーティングカーテン事業から利益を得たこ

とを証明する十分な証拠を提出していない。同時に、研究院幹部と業務員がコーティング

カーテンの売価のうち一定の割合を奨励金にあてることは翟作仁と直接な関係がない。翟

作仁がこれをもって奨励を請求することには法的な根拠がない。よって、一審法院は関連

法律の規定に基づけば、翟作仁による奨励・報酬金請求を支持しないのが正しい。 
 

十二、陳所安と襄樊市乾泰燐化有限公司の職務技術成果完成者への奨励・報酬紛争

事件  
	 （２００９）鄂民三終字第８０号 
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（一）事案の概要  
	 原告・陳所安によると、乾泰燐化有限公司は元湖北省襄樊市化工厰の制度改変後に設立

されたという。２００４年１２月１８日、乾泰燐化有限公司は、陳所安が設計した生産装

置及び工程技術を東華工程科技有限公司に譲渡した。陳所安は法院に訴訟を提起し、乾泰

燐化有限公司が彼に科学技術成果の譲渡奨励を支払う判決を請求した。一審法院の裁定で

は、陳所安の起訴を棄却する判決を下した。原告はこれを不服とし控訴、二審法院は審理

を通じて、職務技術成果の譲渡に関する奨励紛争は人民法院の受理範囲であるが、乾泰燐

化有限公司と元湖北省襄樊市化工厰の間には権利義務の関係が存在しない。したがって、

乾泰燐化有限公司は本事件の適格な被告ではなく、陳所安の上訴理由は成立しない。よっ

て本法院はこれを支持しない。 
 

（二）法律問題  
	 １、職務技術成果の譲渡による奨励紛争は人民法院の受理範囲であるか否か 
	 ２、被告が適格か否かの問題 

 
（三）裁判官の意見  
	 １、職務技術成果の譲渡による奨励紛争は人民法院の受理範囲であるか否か 
	 『契約法』第三百二十六条第一項と『 高人民法院民事事件案由規定』に基づくと、職

務技術成果の完成者への奨励・報酬をめぐる紛争は、人民法院の受理範囲に属す。一審判

決では、奨励が事業者と従業員の内部関係であり、人民法院の受理範囲ではないとの認定

がなされたが、これは関連規定を違反しているので、二審法院では法に従い是正した。 
 
	 ２、被告は適当な資格を持つか 
	 元湖北省襄樊市化工厰が分け与えられた土地使用権及び不動産を使用して補償、安置を

行い、資産を再編し、会社の制度改変により乾泰燐化有限公司となったことについて、二

審法院では、本件における元湖北省襄樊市化工厰が分け与えられた国有地の使用権は破

産・債務返済の宣告時に直ちに湖北省襄樊市人民政府により回収されており、乾泰燐化有

限公司は湖北省襄樊市国土資源局と『国有地使用権譲渡契約書』を締結し、土地使用権譲

渡金を支払う方式によって同土地の国有地使用権を取得した。さらに、乾泰燐化有限公司

が支払った土地使用権譲渡金のすべては湖北省襄樊市化工厰の従業員の安置に使用され

ていた。よって、乾泰燐化有限公司と元湖北省襄樊市化工厰の間には権利義務関係が存在

しない。 
 
十三、東莞威霸清潔機材有限公司と被控訴人朱瑞震職務発明人、考案者報酬紛争案  
	 （２００７）粤高法民三終字第２２９号 

 
（一）事案の概要  
	 朱瑞震は１９９８年７月１日に威霸公司に入社し、同社工事部マネージャーを担当した。

２００６年２月に朱瑞震は辞職して同社を離れた。朱瑞震は、同氏が本件に関する１６件

の実用新案特許と意匠特許の職務発明創造の共同発明者、考案者であると主張した。一審

法院は被告・威霸公司に対し、朱瑞震の職務創造報酬を支払うよう命じる判決を下した。

威霸更新は一審判決を不服として控訴し、一審の判決の取り消しを請求した。	  
 

（二）法律問題  
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１、朱瑞震は事件にかかわる１６件の実用新案と意匠特許の職務発明創造の共同発明者、

考案者か 
２、本件に関する意匠特許は実施されたか否かについての認定 
３、威霸公司は朱瑞震に報酬を払ったか 
４、威霸公司は朱瑞震にいくらの報酬を払うか 
５、証拠問題：従業員は会社のために証言する説明力の問題、会社は報酬の証明を挙げ

る責任を払うかの問題	  
 

（三）裁判官の意見  
【一審】 
１、朱瑞震は事件にかかわる１６件の実用新案と意匠特許の職務発明創造の共同発明者、

考案者か 
朱瑞震が提供した特許検索報告公証書は、同氏が本件に関する１６件の実用新型と意匠

特許の職務発明創造の共同発明者、考案者であることを示している。威霸公司はこの証拠

の真実性に異議がなかったため、法院はこれを根拠に朱瑞震は本件に関する１６件の実用

新案特許と意匠特許の職務発明創造の共同発明者、考案者であることを認定した。威霸公

司は李新 と姜振成の書面説明書をもとに朱瑞震は本件特許の共同発明者ではないと抗

弁した。李新 と姜振成は威霸公司の従業員であるため威霸公司と直接的な利害関係があ

る。また同二名は証人として出廷しておらず、その他の証拠も存在しないことから、法院

は朱瑞震側の主張を支持し、朱瑞震が本件に関する１６件の実用新案特許と意匠特許の職

務発明創造の共同発明者、考案者であることを確認した。 
 
２、本件に関する意匠特許は実施されたか否かについての認定 
意匠特許の保護範囲は図または写真中の意匠特許製品を基準とする。そのため威霸公司

が本件に関する意匠特許を実施したか否かは、威霸公司の製品を図または写真中の意匠特

許製品と比較し、それが同一または類似しているかを根拠として判断するという方法を取

る。 
威霸公司はウェブサイトの宣伝や製品宣伝カタログは販売の意向を示すにすぎず、生

産・販売のための特許実施行為そのものにはあたらないと主張した。法院は企業自身が経

営する場所で制品 介情報を発表する行為は販売行為の重要な一環であると考えている。

したがって、上記の主張を支持しない。法院は、実用新案を実施したかいなかについては

実用新案の権利請求の範囲、説明書の図面や要約及び威霸公司の製品写真のみをもって判

断することはできない。実用新案特許の保護範囲は権利要求書の内容を基準とし、説明書

と図は権利要求の解釈に使用する。しかし威霸公司製品実物の証拠がない場合、比較を通

じて威霸公司の製品において当該実用新案が実施されたか否かを判断することができな

い。よって法院は、朱瑞震は本件に関する８件の実用新案が威霸公司によって実施され、

生産・販売に利用されたことを証明する証拠を挙げることができなかったので、挙証不可

能によって招いた不利な結果についてその責任をおわなければならない、と判断した。 
 
３、会社は報酬を払ったか 
威霸公司は朱瑞震に職務発明創造、考案者を対象とする報酬を支払ったのかという問題

について、威霸公司は挙証責任を負うべきである。 
 
４、企業は報酬支払額の認定結果 
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『中華人民共和国特許法実施細則』第七十五条「特許権を授与される国有企業事業単位

は特許権の有効期限内において、発明創造の特許が実施された後、毎年、同発明または実

用新案特許の実施により得られた営業利益の中から 2％を下回らない金額、若しくは、当
該意匠特許の実施により得られた営業利益の中から 0.2％を下回らない金額を、報酬とし
て発明者または考案者に与え、或いは、上述の比率を参照して、一括で発明者または考案

者に報酬を与えなければならない。」、さらに第七十七条「上記の奨励金と報酬の規定は中

国のほかの単位も参照して実行することができる。」と規定されている。したがって法院

は上記規定の比率で意匠特許考案者の報酬を計算する。 
 
５、税引後利益の確定問題 
法院は、威霸公司は実際の生産・販売主体として、各類製品の生産・販売状況を自ら掌

握していたので、威霸公司は各種特許製品を生産・販売し利益を得たことについて。威霸

公司は挙証不能によってもたらされた不利な結果の責任を負担しなければならない。威霸

公司は朱瑞震が提出した『外国投資企業台湾・香港・マカオ投資企業年に１度の定期検査

報告書（２００４年度）』に異論はなく、法院はこの証拠の関連性と真実性、合法性を確

認した。『 高人民法院の民事訴訟に関する若干規定』第七十五条、「一方の当事者が証拠

を持っていながら正当な理由がなく提供を拒んだことを証明する証拠があり、相手側当事

者がこの証拠の内容が証拠保有者にとって不利な内容であることを主張する場合、この主

張は成立するものと推定することができる。」と規定される。したがって、法院は朱瑞震

が提供した『外国投資企業台湾・香港・マカオ投資企業共同年度検査報告書（２００４年

度）』中に記載される２００４年度税引後利益総額、即ち１４５４，７１万元にもとづい

て意匠特許の考案者の報酬を計算することを支持する。また、朱瑞震は本件に関する７件

の意匠特許の共同発明者であるので、考案者内部で特別な取り決めがあることを示す証拠

がない場合、その報酬金額は総報酬額を共同考案者の人数で割った値とする。本件に関す

る７件の意匠特許の共同発明者はいずれも４名で朱瑞震が得るべき報酬は総報酬額の１

／４を占める。このほか、朱瑞震は威霸公司の支払い期間は同氏が起訴をした時点から二

年前までさかのぼって計算するべきであると主張しているが、この主張は、『中華人民共

和国民法通則』第一百三十五条の訴訟時効に関する規定を満たしており、法院はこれを支

持する。 
 

【二審】  
１、事件をまとめて処理することはできるか 
本案は職務発明創造考案者の報酬をめぐる紛争であり、１６件の特許に関連する。しか

し法律、行政法規及び司法解釈には、特許権紛争は特許権の件数をもとに審理と提訴を行

わなければならないとの規定は存在しない。実際の判決において、法院は特許権の実情に

もとづいて審理と提訴を確定する。したがって本案において、原審法院は原告・被告間で

複数の特許権に関連して発生した職務発明創造考案者の報酬についてまとめて審理する

ことは、当事者にとって便利であり、また当事者の訴訟権を損なうことはなく、順序も不

適切な所がない。 
 
２、案件に関する意匠特許を実施したかどうかの認定 
本案は特許権侵害紛争ではなく、威霸公司の特許実施行為に対する認定をめぐる事案で

ある。そのため、会社のウェブサイトの製品広告図及び意匠特許の写真の比較に基づいて、

威霸公司が意匠特許を実施したことを確認する。この認定は十分な合理性をもっており特
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許法の規定に相反しない。	  
 
３、企業の報酬の支払う問題 
同じ理屈に基づいて、威霸公司が本件に関する７件の意匠特許の実施による利益（税引

後）に関する証拠は同社が所有しており、同社は原審判決における報酬計算には誤りがあ

ったと主張するが、本件に関する７件の意匠特許の実施に関する実際情況を示す証拠を提

出していない。そのため法院は法律で規定する計算基準に基づいて報酬金額を算出するこ

とができない。挙証不可能によってもたらされた不利な結果については威霸公司がその責

任を負わねばならない。原審判決の根拠となった同社２００４年度税引後利益にもとづい

て職務発明創造考案者報酬を計算することは関連行政法の規定に合わないが、法院に対し

ほかのデータが提供されなかったこと、また法院は必ず判決をくださなければならないこ

とを理由に、原審判決において『中華人民共和国民法通則』第四条の公平原則にもとづい

て１０万元の支払いを命じたのは合理的であるといえる。 
同社が朱瑞震に支払った１０万元の性質問題については、支払証明にこの代金の補償金

としての性質が記載されていないため、会社もこの代金に本件の報酬が含まれていること

を証明できない。朱瑞震もまたこの証拠の内容を認めない。したがって威霸公司の控訴に

ついて、法院はこれを支持しない。 
証拠問題 
１、従業員が企業のために証言する場合の証明能力の問題 
威霸公司は李新 と姜振成の書面説明書によって朱瑞震は本件特許の共同発明者では

ないと抗弁した。李新 と姜振成は威霸公司の従業員であるから、威霸公司とは直接的な

利害関係がある。しかも証人として出廷しておらず、その他の証拠も存在しない。したが

って法院は朱瑞震の主張を支持した。 
２、企業による報酬支払いについての挙証責任の分配問題 
威霸公司から朱瑞震への職務発明創造の共同発明者、考案者を対象とする報酬の支払い

の有無に関しては、威霸公司が挙証責任をおわなければならない。 
 

十四、劉法新と済源市農業科学研究所の技術成果完成者に対する奨励金をめぐる紛

争事案	  
	 （２００９）豫法民三終字第７５号	  

	  
（一）事案の概要  
	 劉法新は農業技術研究所副所長である。劉法新は２００４年１月２４日に農科所が合肥

豊楽公司と合意で得た４５０万元の技術譲渡所得は関連規定によってその２５％の奨励

金を支払う。そのため、２００４年９月２６日に済源市中級人民法院に訴訟を提起し、農

科所に対し６７．７万元の奨励金を払うことを請求した。その後劉法新は請求定額を引き

上げ、農科所に対し１１２．５万元の奨励金を払うことを請求した。２００９年３月２６

日、済源市中級人民法院は一審民事判決を下したが劉法新と農科所はいずれもこれを不服

とし、河南省高級人民法院に控訴を提起した。	  
 

（二）法律問題  
１、農科所は劉法新に奨励金を支払うべきか、金額をどう確定するか 
『科学技術成果転化促進法』の規定によると、奨励の金額を取り出す対象は技術譲

渡によって得た純収入である。技術譲渡によって得た純収入は譲渡側が技術譲渡契
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約によって得た技術譲渡収入から試験、交通、労務、文書作成などの費用を差し引

いた純技術所得を指している。農科所は２００４年１月２４日に合肥豊楽公司との合

意によって得た４５０万元は２つのトウモロコシの品種の価値の要因に関係があるだけ

ではなく、済源豊楽公司の経営時の情況と解散時の資産、債権、債務などにも関係がある。

４５０万元の全てが純技術所得であるとは認めず、また技術譲渡純収入奨励の分配対象者

は植物科学技術完成者と成果転化に貢献したその他の人員を含めるべきである。劉法新は

科学技術完成者であるが、他の者は明確ではない。そのため、具体的な奨励金額、分配に

参加する人員の数いずれも確定しようがない。一審法院が確定した奨励金額は不適切とは

いえない。 
 

十五、四川大学と被控訴人王成俊の職務発明奬励金をめぐる紛争事案	 	  
	 （２００５）川民終字第３９４号 

 
（一）事案の概要  
平成１１年６月２６日、四川大学と四川禾嘉股フェン公司の技術成果（優良小麦新品種）

の所有権侵害紛争事件は、平成１１年８月１７日、両方は合意書をサインし、四川大学が	 

	 訴訟を取下げた。禾嘉股フェン公司は一次に四川大学に６００万元を支払うことが合意

書に載っている。平成１６年９月６日、王成俊は四川大学が『科学技術成果転化促進法』

による、彼に補償金と奬励金を支払うべき旨を主張して、成都市中級法院に訴訟を提起し

た。一審判決は四川大学が王成俊に報酬１２０万元を支払うこととした。四川大学は一審

判決を不服として、四川省高級法院に控訴を提起し、二審法院は、審理を経て、報酬を５

０万元とする判決がくだされた。 
 

（二）法律問題  
１．四川大学が禾嘉股フェン公司からもらった６００万元は『科学技術成果転化促進法』

の規定を適用できるか。 
２．王成俊は無断で印章を刻み、禾嘉股フェン公司と協議を結び、禾嘉股フェン公司の

権利侵害行為を招きた。過失責任があるため、奬励金を剥奪されるか。 
３．時効についての問題。 
４．科学技術成果奬励金の金額についての問題。 
 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．四川大学が禾嘉股フェン公司から受け取った６００万元は『科学技術成果転化促進

法』の規定を適用できるか。 
問題一：適用できるかどうか。 
四川大学は、禾嘉股フェン公司からもらった６００万元が賠償金であり、両方間の科学

技術成果技術譲渡、または使用許可で転化所得ではないと主張する。でも、法院は、協議

書の内容から見ると、この協議書は、四川大学と禾嘉股フェン公司の小麦品種科学技術成

果転化協議である。ですから、６００万元は科学技術成果譲渡費である。王成俊はあの科

学技術成果に大きく貢献をした研発者として、法律に照らして奬励金を得る権利があると

認定した。 
問題二：割合はどのように決めるか。 
王成俊は、奬励金が平成１３年３月３０日に通過された『四川省科学技術成果転化促進
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条例』の規定によって、２５％の割合で支払うと主張する。原審法院は、四川大学が６０

０万元をもらった時間は平成１１年８月２０日だったから、平成８年１０月１日に採用さ

れた「成果転化法」を適用すると認識し、王成俊の２５％の割合で支払う旨の主張は認容

できない。 
 
２．王成俊が無断で印章を刻むこと。 
王成俊は無断で印章を刻み、禾嘉股フェン公司と協議を結び、禾嘉股フェン公司の権利

侵害行為を招きた。過失責任があるため、奬励金を剥奪されるかの問題につき、原審法院

は認容できない。その理由は、四川大学の主張した王成俊が許可を得ず、印章を刻み、協

議を結び、禾嘉股フェン公司の権利侵害行為を招きた法律責任は、王成俊が主張した科学

技術成果の権利とは排斥ではなくて、異なり法律関係である。四川大学の主張は本件の審

理範囲に入っていないから、本件に審理却下し、四川大学の抗弁理由は成り立たない。 
 
３．時効についての問題。 
四川大学は、王成俊が奬励金を求める根拠は平成１１年８月１７日の合意書、このため、

時効期間は『技術契約法』第五十六条の規定するように１年間であり、王成俊が訴訟を提

起した時、時効はすでに過ぎていた。原審法院は、『技術契約法』第２条に、本法は法人

間で、法人と公民の間で、公民間で締結、技術の開発、譲渡、情報提供及びサービスに関

して、民事権利と義務を確定する契約に適用する。王成俊はこの合意書の当事者ではない

し、彼は四川大学と契約関係もいない。本件において王成俊は『成果転化法』の規定に基

づいて奬励金を求めた。この理由で、時効の規定は『技術契約法』ではなく、『中華人民

共和国民法通則』（以下、『民法通則』という）を適用する。よって、王成俊は平成１６年

９月６日に訴訟を提起した時、時効はまだすぎておらず。四川大学の時効経過の主張は成

り立たない。 
 

【二審】 
１、時効についての問題。 
二審法院は時効が完成していない理由を補足した。王成俊がかつて朱鎔基と四川省人民

政府に手紙を書き、四川大学に対し奬励金を支払うよう要求した。これは職務発明奬励金

権利の行使として認められて、時効の中断が生じた。 
 
２．科学技術成果奬励金の金額についての問題。 
二審法院は原審法院、が６００万元の賠償金がすべて科学技術成果譲渡費と認定するこ

とは誤りがあり、訂正すべきである。この６００万元の賠償金は三つの部分から構成され

ている。つまり、一、四川大学の名称侵害賠償金；二、小麦技術品種の侵害賠償金；三、

禾嘉股フェン公司はこの小麦技術への資本投入。そこで、本法院は、小麦技術の科技含有

量、四川大学のブランドベネフィット及び訴訟費用などの要素を考えた結果、小麦譲渡所

得はただ６００万元の４割を占める。即ち、科学技術成果譲渡費は２４０万元である。そ

して、「成果転化法」が規定する割合によって、王成俊に奬励金を支払う。 
 

十六、山東淄博新華肯孚製薬有限公司と被控訴人方長明職務発明の発明者報酬紛争

事件	 	 （２００５）魯民三終字第２６号 
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（一）事案の概要  
新華肯孚公司は中外合資経営企業である。１９９９年に「窒素を含む有機アルカリ」の

発明特許を出願し、また２００２年１２月６日に授権された。特許番号はＺＬ９９１２０

４０４．２である。発明者は方長明、陳舒明であり、特許権者は新華肯孚公司である。新

華肯孚公司は２００３年２月１７日に当該特許について、方長明に１６００元の奬励金を

支給した。新華肯孚公司は２００２年二人の請負業者を授権し、本件に関して特許を使っ

て、ＤＢＵの回収生産加工をさせくれた、製品は新華肯孚公司に売った。２００３年度、

新華肯孚公司は３５．３６トンのＤＢＵを回収した。方長明は法院に訴訟を提起し、割合

で特許を実施した報酬を求めた。二審判決は、新華肯孚公司が奬励金を支払った理由とし

て、方長明は報酬を求められないという抗弁は成り立たない、新華肯孚公司は方長明に１

５４３６元を支払うとする。新華肯孚公司は原審判決を不服として、山東省高級法院に控

訴を提起し、二審法院は、審理を経て、原審判決の事実の認定と法律の適用は正しいから、

支持されます。新華肯孚公司の上訴理由は根拠足りないから、成り立たないと判決する。 
 

（二）法律問題  
１．奬励金と報酬の関係。 
２．中外合資経営企業の法律適用。 
３．報酬金額の確定。 

 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．奬励金と報酬の関係。 
法律規定から見ると、職務発明者の貢献を奨励するため、奬励は奬励金と報酬二つの方

法で職務発明者に支払うことになっている。職務発明者は奬励金をもらった後、企業は特

許を実施すれば、別に割合で職務発明者に報酬を支払うべきである。奬励金と報酬はたが

いに衝突するものではない。 
 
２．中外合資経営企業の法律適用。 
新華肯孚公司は自分が中外合資経営企業であるから、『特許法実施細則』第七十五条の

規定は適用できない。しかし、新華肯孚公司は中国国内の中外合資経営企業であるから、

中国国内のその他の団体に属する。中国において民事紛争が起こした場合、中国の法律を

適用するべきである。 
 
３．報酬金額の確定。 
本特許を利用した税引後利益から割合を決める。税引後利益は６９．９万元である。 
原告が新華肯孚公司に対し６９．９万元を基数として、１５年分の報酬として一定の割

合を一括で支払うよう求めた請求について、原審法院は、報酬は特許権の有効期限におけ

る特許実施によって得た税引後利益をもとに計算するが、特許権の不安定性に考慮すると、

本特許は２０１９年１２月２日まで、常に有効な法律状態を維持できる保証はない。その

ため、被告が賛同しないのであれば、本主張を支持しないとの見解を示した。 
 
【二審】 
報酬金額は適当かどうかについての問題。 
２００２年は２００３年度の純利益で推算するのは適当か。 
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２００２年度の純利益を証明する証拠は足りないから、原審法院は本件の具体的な状況

を明らかにし、２００３年度の純利益から２００２年と２００４年の純利益を推算し、法

律規定 小限度の２％で報酬を計算するは、本件の実際状況に適合しており、法律に違反

しておらず、不当はないと判断した。 
 
２．原審法院は当事者の請求の範囲を超えて審決したと訴訟費用の負担は適当かどうか

についての問題。 
第一、原審法院は当事者の請求の範囲を超えた判決を下したか。 
本件の方長明の請求をみると、彼の計算根拠は毎年の税引後純利益の２％であるので、

方長明が要求したのは奬励金ではなくて報酬であることは明白である。原審法院は方長明

の請求と理由に基づき、本件の具体的な状況をふまえ、彼が報酬請求を部分的に支持した

のは不当ではなく、また当事者が請求した範囲も超えていない。 
第二、訴訟費用の負担は適当であるか。 
法律の規定に、訴訟費用は、敗訴した当事者の負担とする。具体的な金額は法院が事件

の状況にもとづいて確定する。本件では方長明の請求が全て支持されたわけではないが、

事件は主に新華肯孚公司に起因するものであった。したがって原審法院の新華肯孚公司が

大部分の訴訟費用を負担とするという判決に不当性はない。 
 

十七、重慶長江塗装機械工場と被控訴人石孝冰、陳璐、陳磊職務発明報酬紛争事件  
	 （２００５）渝高法民終字第９号 

 
（一）事案の概要  
重慶長江塗装機械工場は本件に関する特許の特許権者であり、陳前は本特許の考案者で

ある。原告の石孝冰、陳璐、陳磊は原審法院に訴訟を提起し、陳前の職務発明報酬の相続

を求めた。原審法院は、審理を経て、その報酬は財産権として、合法的な相続人を承継す

べきである。被告は一次に原告に特許実施報酬２５１５６６．２４元を支払う旨の判決を

下した。重慶長江塗装機械工場は原審判決を不服として、本法院に控訴を提起し。二審法

院は審理を経て、一審判決を部分的に訂正すると認定、控訴人の重慶長江塗装機械工場に

対し被控訴人に特許実施報酬７４９３１．４７元を支払うよう命じた。 
 

（二）法律問題  
１．報酬の相続権。 
２．報酬金額の確定と支払い。 

 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．報酬の相続権 
職務発明報酬は法律的な財産権として、陳前の合法的な相続人を承継すべきである。 
 
２．報酬金額の確定 
原審の会計監査と評価レポート及び陳前が生きていた時、被告の工場への寄与などの要

素によると、報酬は６％で、一括で考案者の陳前に支払うのは合理的である。このほか、

被告は陳前に年度技術進歩賞、特許褒奨励金を与えたが、これは本当の合理的報酬ではな

く、被告が特許法実施細則の規定に基づいて支給する奬励金である。 
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被告が訴訟中に特許権を放棄した行為は、陳前の報酬取得権には影響しない。 
 
【二審】 
１、２００４－２００９年の報酬を一括で支払うかどうかの問題。 
本法院は、法律では発明者に一括で報酬を支払うと規定されているが、本件に関する特

許は２００３年に終了しており、特許権の技術は公知になったと認識する。法律規定によ

り、報酬の受け取りは特許権の有効期間のみである。特許権が失効した後、関連特許権が

使用されても、発明者は報酬を得る権利がない。 
重慶長江塗装機械工場の特許権を放棄した行為には主観的な悪意があるか否か、その放

棄行為は無効であるか否かについて、法院は次のように判断した。特許権は対世権（絶対

権）である。権利人は法律の禁止規定を違反しなければ、自分の意欲で権利を支配できる。

職務発明特許権者は権利を行使する時、発明者の利益に触れることはあるが、両方の権利

は対等ではない。発明者の権利が実現できるかどうかは、特許権者の特許権行使方式によ

るが、強い依附性がある。 
 
２．特許報酬の支給割合についての問題。 
二審法院は、２００１年７月１日以前に施行されていた『特許法実施細則』第七十二条

は、実用新案特許の実施報酬を特許実施による利益（税引後）の０．５％－２％とする、

と規定しており、一審判決が１９９９年、２０００年、２００１年の割合を６％と認定し

たのには法的な根拠が無いと判断している。重慶長江塗装機械工場は２％の割合でこの三

年間の特許奨励金を陳前に支払った、陳前もう領収した、この点には異議が無い。本法院

はその割合を認可する。しかし、この三年間についての報酬計算方法は正しくない。報

酬計算の実用新案特許を実施した税引後利益にもとづいて計算するべきであり、全

工場の年度純利益にもとづくべきではない。本法院はこれを訂正する。  
一審判決は２００２、２００３年度の特許報酬の支給割合を６％と認定した。法律の規

定を違反していなが、二審法院では支給割合をこれよりもやや引き上げることが認定され

た。本法院はこの点について次のような見解を示している。（１）２００２、２００３年

の時点で陳前と重慶長江塗装機械工場の間に特許報酬について合意はなかった。重慶長江

塗装機械工場は、特許実施報酬を規則化する成文の制度があることを証明する証拠を提出

していない。（２）１９９３年時点で施行されていた旧『特許法実施細則』は、実用新案

特許の実施報酬は特許実施による所得（税引後）の０．５％－２％であるが、２００１年

７月１日から施行されている『特許法実施細則』はこの割合の 小限は２％と規定されて

いる。重慶市人民政府が２００１年に制定した「重慶市実施西部大開発若干政策措置」に

よると、職務技術成果の発明者を奬励するための、報酬の支給割合の 小限度は職務技術

成果の実施による純利益（税引後）の１０％である。前述法律と奬励政策の制定は、中国

の特許発明者の保護を奨励し、科技者の積極性を引き出し、発明創造を促進する意志を示

している。（３）発明者の陳前は柱式回転ノズルの設計と試験製造に大きく貢献しており、

この特許製品は重慶長江塗装機械工場に多くの経済利益と社会効果をもたらした。（４）

重慶長江塗装機械工場は特許存続期間が満期になる前に特許権を放棄し、事実上陳前が受

け取るはずであった報酬を剥奪した。そのために、本法院は２００２、２００３年度の特

許報酬の支給割合を１０％にするのが正しいと判断した。 
 
３．特許技術が特許製品に占める割合を考量するか否かについて問題。 
本件に関する特許の権利請求の範囲と重慶長江塗装機械工場の特許製品を比較した結
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果、特許製品は権利請求の範囲の技術特徴を完全に再現し、特許製品の一つ一つの部品と

の連接方法は権利請求の範囲の対応部位と仕組みが完全に対応している。権利要求書に載

っていない唯一の六方鋼連結ナットも特許明細書と附図に現れており、これらは特許技術

の実現に不可欠な部分である。本法院は、重慶長江塗装機械工場が生産した柱式回転ノズ

ルは全て陳前の設計に基づいて製造したものであり、特許技術案以外の部件と仕組み追加

されていない、したがって重慶長江塗装機械工場の特許技術が特許製品に占める割合を計

算にいれよとの主張は成立しないと判断した。 
 

十八、中国嘉陵工業股フェン公司（集団）と控訴人・唐開平、原審における第三者・

劉建国の職務発明創造の考案者に対する報酬をめぐる紛争事案  
	 （２００８）渝高法民終字第２４６号 

 
（一）事案の概要  
一審原告の唐開平は以前嘉陵公司の従業員であった。２００４年７月１５日、嘉陵公司

は別の会社二社と共同で	 「オートバイ用の高性能イグニッションシステム」という実用

新案特許を出願、２００６年１月２５日に特許権を取得しており、唐開平は共同考案者で

ある。嘉陵公司は本件に関する特許を使用してオートバイ生産を始めて以降、職務考案者

に報酬を支払わなかったため、唐開平は訴訟を提起した。一審は、嘉陵公司に対し職務特

許技術の実施によって得た利益をもとに、法律で規定される割合に従って唐開平に相応の

報酬を支払うよう命ずる判決を下した。嘉陵公司及び唐開平はいずれも一審判決を不服と

して、重慶市高級法院に控訴を提起したが、二審は原判決を維持した。 
 

（二）法律問題  
１．唐開平の職務考案過程における貢献程度の問題 
２．嘉陵公司は本件に関する特許を実施したか否か 
３．嘉陵公司は唐開平に報酬を支払うべきか否かについて、及び報酬の計算方法 
４．唐開平は嘉陵公司に対し、本件に関する特許権の放棄、終了、無効紛争が生じた場

合に、特許権を共同で保護する旨を通知するよう要求したが、この主張は成立しうるか 
 

（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．唐開平の職務考案過程における貢献程度の問題 
一審法院は、嘉陵公司が提出した関連技術資料は、特許出願後の会議記録、技術検査記

録等であり、唐開平はこれらに参加していないか、あるいは「校正」の箇所に署名・捺印

をしているだけであり、同氏が当該特許の考案過程において行った具体的な業務及び業績

が直接反映されていない。また考案者としての名前の序列が後ろの方であることは必ずし

も貢献度が低いことを意味しない。このほか、唐開平の嘉陵公司における職位は劉建国よ

りも低く、プロジェクトの立ち上げが劉建国から提出された等々の事実は、いずれも特許

の考案過程における唐開平の実際の業務状況を示すのには不十分である。唐開平の具体的

な貢献度を証明するに足る証拠がないため、法に基づき同氏と劉建国で報酬を等分するべ

きであると推定される。 
 
２．嘉陵公司は本件に関する特許を実施したか否か 
一審法院は、被告は特許製品である高性能イグニッションシステムを直接製造、販売し
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たわけでないが、高性能イグニッションシステムの組立て及びオートバイへの取り付けを

行っており、この特許製品の市場価値がオートバイの市場価値によって実現されることか

ら、被告の行為は特許製品の製造、販売であり、明らかな特許実施行為であると判断した。

また、嘉陵公司は本件に関する特許に技術的欠陥があり、使用後まもなくして重要な改良

を行ったと弁明している。しかしそれは単に嘉陵公司が特許実施過程において、技術の不

備によって収益面で影響を受けたことを証明しているだけであり、嘉陵公司がすでに本件

に関する特許の実施を停止していることの証明にはならない。 
 
３．嘉陵公司は唐開平に報酬を支払うべきか否かについて、及び報酬の計算方法 
はじめに、特許の実施によって得た利益はオートバイの利益中に含まれるが、唐開平は

異なるオートバイの価格差によって特許がオートバイにもたらした利益を確定するとい

う方法、事実根拠が欠如する。異なるオートバイの値段差は多種の要素に制約されるから、

唐開平が提出したオートバイの利潤計算は支持されない。本特許に関するオートバイとイ

グニッションの利潤は会計監査で評価されないが、このイグニッションは市場で通用する

製品ではないが、実現するファンクションは点火プラグのファンクションである。イグニ

ッション自身の利益率に基づき、特許の先進性とオートバイの値上りを考え、職務特許の

報酬を決める。 
次に、嘉陵公司と吉力、力華公司の製品売買の契約と値段協議等により、高能イグニッ

ションに用いるマグネットと点火プラグ部品等の価値は百元に足りない、点火プラグの平

均利益率は約３％－５％である。高能イグニッションの利益率はこれに基づき、特許の先

進性とオートバイの値上りを参考にして決める。特許製品の数量は００７点火プラグの数

量である。００７点火プラグは高能イグニッションの専用点火プラグであるから、数量上

は対応する。しかも、唐開平は計算する時、返却の数を差し引いた。支払うべき報酬の割

合について、『特許法実施細則』に、実用新案特許の実施報酬割合の 小限は特許を実施

した税引後利益の２％であると規定している。唐開平は６％で計算し、その半分を求める

のは、著しい不当がないから、支持される。一審法院は前述事実を根拠として、“値段×
利益率×数量×報酬割合”の公式で計算した結果、被告の嘉陵公司が唐開平に支払うべき報
酬は２万元である。 

 
４．唐開平は特許権の放棄、終了、無効紛争が起こる時、嘉陵公司は彼に通知し、共に

特許権を守ると主張した、この主張は成立できるか。 
一審法院は、特許権の放棄、終了、無効紛争の処理は、特許権者が彼の知的財産権処分

権についての問題である。唐開平は職務考案者として、この特許への権利は法律的に報酬

と奬励をもらう権利に限る。別に約束があるはともかく、唐開平は特許権の処分について、

嘉陵公司、ほかの特許権共有者に要求を提出する、干渉する権利及び影響を与える権利は

ない。 
 
【二審】 
二審法院は以下の点を補足した。 
嘉陵公司は唐開平に報酬を支払うべきか否か。 
本法院は、嘉陵公司がオートバイの製造、販売の税引後利益はマイナスと主張する時、

証拠を提出するべきだ、でもことを認めるに足りる証拠はない。一審法院は、税引後利益

はマイナスと認定しないには誤りない。支持すべきであると認識する。 
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十九、翁立克と控訴人・上海浦東伊維燃油噴射有限公司の職務発明考案者に対する

報酬金をめぐる紛争事案  
	 （２００８）滬高民三（知）終字第２３号 

 
（一）事案の概要  
原告の翁立克は本件に関する特許の第一完成者及び主な貢献者である。２００３年１１

月１日、上柴公司と伊維公司は契約を締結し、本件に関する特許を無償で伊維公司に譲渡

することとなった。２００３年１１月４日、伊維公司は第三者の上海電装燃油噴射有限公

司（以下、電装公司という）と協定を締結し、電装公司が伊維公司に２５０万元の入門費

と製品の純売上高の４％をロイヤリティとして支払うこととなった。よって原告は法院に

訴訟を提起し、両被告に対し職務発明特許の使用許諾料として職務報酬を支払うよう要求

した。一審では、原告の翁立克に相応な報酬を支払うよう命ずる判決が下された。翁立克

と伊維公司はいずれもこれを不服として、上海市高級法院に控訴したが、二審法院は控訴

を棄却し、原判決を維持した。 
 

（二）法律問題  
１．翁立克は本件に関する特許の職務報酬の請求権を有するか。 
２．上柴公司は報酬支払いの連帯責任を負うか否か。 
３．報酬の計算方法。 
４．見込み利益からも分け前を得ることが出来るか。 

 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．翁立克は本件に関する特許の職務報酬の請求権を有するか。 
法院は、本件に関する特許の特許証書に記載される考案者が原告の翁立克であり、さら

に両被告が提供した図面は本件に関する特許が上柴公司の従業員によって完成されたこ

とを直接証明するものではないことから、原告は本件に関する職務発明について合理的な

報酬を要求する権利を有すると判断した。 
 
２．上柴公司は報酬支払いの連帯責任を負うか否か。 
技術使用許諾協定を締結したのは伊維公司であり、それによって収益を得たのも伊維公

司である。上柴公司と伊維公司の間の特許権譲渡は、知的財産権の帰属問題を解決するこ

とを目的としており、他人に対し使用を許諾しておらず、原告も本件に関する職務発明は

伊維公司在職期間中に完成させたものであることを認めている。したがって原告の上柴公

司は連帯責任を負うべきとの主張について、法院はこれを支持しない。 
 
３．報酬の計算方法 
問題となるのは主に報酬の計算期間、基数、報酬の割合の確定である。 
期間について、一審法院は訴訟に関する二件の特許は２００５年１２月２３日、すでに

無効となっており、同二件の特許が法的に有効な状態であることを示す証拠がない場合、

原告は被告の伊維公司に対し、特許権が無効を宣告される前の許諾使用料に基づく報酬の

みしか要求することができないと判断した。 
計算の基数の問題については、『Ｐ７、ＰＥ型ディ—ゼルオイル噴射ポンプ技術譲渡協

定』の関連条項、補足された鑑定結果によって確定された割合及び本件に関する特許のＰ
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７ポンプ、ＰＥポンプにおける技術貢献率等から、噴射ポンプ組立技術の使用許諾料のう

ち本特許に関する費用を確定するべきできある。 
報酬の割合について、『特許法実施細則』は 小限度を１０％と規定している。一審法

院は、原告が本訴訟を提起してまもなく、電装公司は専利複審委員会に訴訟に関する特許

件の無効を宣告するよう求め、さらに被告の伊維公司は無効審判による無効決定の通知を

受けてから３ヶ月間に特許権を維持するための有効な措置をとっていないなどの消極的

な行為から判断すると、無効が宣告されたのには理由があり、この結果により原告は本件

に関する特許の有効期間が満期を迎える前に継続的に普及、応用されることで発生した経

済的利益を根拠として報酬を主張する権利を行使することができなくなっており、この点

を考慮し、一審法院は報酬の割合を調整し、３０％まで引き上げることにした。 
 
【二審】 
１、見込み利益からも分け前を得ることが出来るか。 
控訴人の翁立克は見込み利益についても分け前の支給を行い、報酬の計算期間を本件に

関する有効期間満了日の２０１１年４月まで延長するように要求した。特許法と特許法実

施細則の規定により、発明者又は考案者の報酬としての特許使用料の分け前は、特許の実

施によりすでに実現した利益の分け前であり、見込み利益の分は含まれない。よって、翁

立克の主張には法的根拠がなく、法院はこれを支持しない。 
 
 

二十、肖世普と煙台華魯熱電有限公司職務発明考案者の奨励、報酬金をめぐる紛争

事案  
	 （２００６）魯民三終字第８７号 

 
（一）事案の概要  
肖世普は一審にて、同氏は華魯公司設備物資部部長を担当していた１９９１年～１９９

５年の期間に同社副主任の卒群と共同でボイラーの灰の冷却装置を発明し、その後本特許

技術を譲渡し、華魯公司は２１１３０６．２７元を取得したと言明した。肖世普は華魯公

司に報酬の支払いを要求したが、華魯公司は「譲渡費はまだ受け取っていない」として支

払いを拒否し、譲渡費を取得後ただちに同氏に支払うと返答した。このほど肖世普は華魯

公司が１９９４年の時点ですでに譲渡収入の２１１３０６．２７元が同社の口座に振り込

まれており、同社は１１年間にわたってこの事実を隠匿してきたとして、法院に訴訟を提

起し、華魯公司は同氏に特許譲渡収入から報酬金１０５６５元と利息９０００元を支払う

べきであると主張した。一審法院は、肖世普が起訴した時、すでに２年間の訴訟時効を過

ぎていたことから、同氏の請求を棄却した。二審法院は、明らかにした事実が原審と一致

したことから、控訴を棄却し、原判決を支持した。 
 

（二）法律問題  
１．訴訟時効を過ぎているかどうかの判断 

 
（三）裁判官の意見  
１．訴訟時効を過ぎているかどうかの判断 
煙台経済技術開発区熱力発電所工程指揮部は１９９１年９月２５日に『灰冷却装置の科

研成果に対する褒賞に関する決定』及び『灰冷却装置の科研成果の褒賞授賞対象者名簿』
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を作成した。肖世普は同文書を見ていないと主張したが、同文書は煙台経済技術開発区熱

力発電所工程指揮部に所属する各部門に下達されたものであり、肖世普の当時の職務か

ら判断すると、同氏は褒賞の事実を認知していたと認定することができる。肖世普が自身

の権利が侵害されたと判断するのであれば、訴訟時効は奨励金を受け取った時点から計算

することになる。肖世普は訴訟時効に中断が生じた事由を証明することができない。した

がって同氏の本件における請求は２年間の訴訟時効を過ぎており、法院は法的に基づきこ

れを支持しない。 
 

二十一、上訴人・陳兆星と被上訴人・常州市卓雲精細化工有限公司、常州市孟河鎮

廟辺村民委員会の科学技術成果に対する奬励金をめぐる紛争事案  
	 （２００４）蘇民三終字第１２３号 

 
（一）事案の概要  
原告の陳兆星は一審訴訟において、同氏が本件に関する三つの科学技術成果の研究を完

成した本人であること、卓雲公司は前述の科学技術成果を実施したにもかかわらずこれま

で一貫して同氏に相応の奨励・報酬金を支払っていないことを訴え、卓雲公司と廟辺村民

委員会に対し２５万元の奬励金を支払うか、あるいは報酬を卓雲公司の６％の株に換算す

るよう命じるよう法院に請求した。一審法院は審理の末、陳兆星の請求を棄却する判決を

下した。陳兆星はこれを不服として上訴した結果、二審法院では下記の判決が下された。

一、一審判決を取消す、二、卓雲公司は陳兆星に１０万元を一括で支払う、三、陳兆星の

その他の請求を棄却する。 
 

（二）法律問題  
１．職務技術成果の認定。 
２．他の従業員より明らかに高い給与には支給すべき科学技術成果の奬励金が含まれて

いるか。 
３．『民法通則』、『科学技術進歩法』、『科学技術成果転化促進法』の適用問題 
４．（卓雲公司）は挙証期限を過ぎているか否かの認定。 

 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．職務技術成果の認定。 
酸内エステル小試科学技術成果は華東工学院によって開発され、小河化学工場に譲渡さ

れたものである。	 その後、小河化学工場の協力の下、華東工学院は酸内エステル科学技

術を完成させた。よって、酸内エステル科学技術成果の成果権者は華東工学院であるべき

である。陳兆星はその科学技術成果は同氏が自費で完成させたものであるので、同氏個人

の非職務成果であると主張した。これを証明する証拠がないので、この主張は支持されな

い。酸亜鉛、酸ナトリウムの二つの科学技術成果の鑑定証明書は、陳兆星がそれ二つの科

学技術成果の開発に参加していたことを証明しているので、陳兆星は酸亜鉛成果について

奬励金請求権を有する。 
 

	 ２．他の従業員より明らかに高い給与には支給すべき科学技術成果の奬励金が含まれて

いるか。	  
	 １９９４年より小河化学工場と変更後の卓雲公司は陳兆星に、他の従業員よりも明らか
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に高い給与を支払っている。その中に、支給すべき二件の科学技術成果の奬励金はすでに

含まれており、さらに数年継続されている。よって卓雲公司は実際に陳兆星に対し支払う

奬励金の支払い義務をすでに履行している。 
	  
【第二審】 
１．職務技術成果の認定。 
本件に関する証拠を見ると、陳兆星は小河化学工場の任命を受けて酸内エステルの開

発に参加している。よって小河化学工場は単に資金と設備を提供し、成果の研究を補助し

た協力組織であるだけでなく、華東工学院と共に、本成果の成果権者とみなされるべきで

ある。陳兆星が開発に参加して完成させた酸内エステルについての成果は職務技術成果で

ある。 
 
２．他の従業員より明らかに高い給与には支給すべき科学技術成果の奬励金が含まれて

いるか。	  
第二審法院は、既存の証拠からは２．５万元の給与に科学技術成果奬励金が含まれてい

ることを認定できないと判断した。その理由は、一審において双方のいずれもが２．５万

元は給与あることを認めていること、そして既存の証拠からは、双方がその２．５万元の

給与に科学技術成果奬励金を含めることについて過去に特別な取り決めをしたことを証

明できないことである。 
 
３．『民法通則』、『科学技術進歩法』、『科学技術成果転化促進法』の適用問題 
はじめに、本件は科学技術成果の完成者が成果実施者に科学技術成果奬励金の支払いを

求めた紛争事案である。この種の事件に対する法律適用を考慮する時、まずはじめに明ら

かにせねばならないのは、実施者は科学技術成果の実施過程において当時の法律に従って

奬励金を支払う義務を履行したか否かという問題である。履行しているのであれば、義務

人がすでに当時の法律に基づいて奬励金の支給義務を合理的に履行しているので、その他

の法律を適用するという問題は存在しない。逆に履行していないのであれば、立法の延長、

法律の精神、成果の実施の期間等の要素から、どのような法律を適用するかについて考慮

しなければならない。 
 
次に、本件の事実について言うと、卓雲公司は奬励金支給の義務を合理的に履行したこ

とを示す証拠はない。また、本件の 中において卓雲公司の成果実施行為は継続過程にあ

り、実施期間は『科学技術成果転化促進法』の実施前後に跨がっている。この点から言

えば、『科学技術成果転化促進法』施行後、同社がなおも本件に関する科学技術成

果を実施したのであれば、成果の完成者は現行の法律、そして完成者の権利保護に

とって も有利な法律に基づいて権利を主張することができる。よって、本件には

『科学技術成果転化促進法』が適用されるべきである。しかし、既存の証拠では、『科学

技術成果転化促進法』の関連規定に基づいて、卓雲公司の増加留保利益及び陳兆星が受け

取るべき奬励金額を正確に計算することができない。これについて、本法院は、このよう

な場合においては、２０００年１０月１７日に江蘇省人大常委会にて可決された『江蘇省

科学技術成果転化促進条例』の関連規定の適用を考慮しても良い、との見解を示した。 
 
４．（卓雲公司）は挙証期限を過ぎているか否かの認定。 
はじめに、一審法院が証拠目録に記載した受取日は一審の挙証期限内である。次に、一
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審、二審において、卓雲公司は上記証拠の提出過程について合理的な説明をしている。即

ち、まず郵便で法院に証拠を提出し、法院が証拠の受け取りを確認した後で卓雲公司は法

院に出向き引継ぎ手続きを行った。三つ目に、卓雲公司が上記証拠を提出した目的は、改

変された協議書中に本件に関する債務が含まれておらず、したがって卓雲公司は責を負う

べきでないことの証明を試みることであったが、一審法院はこの点を考慮していない。 
したがって卓雲公司は一審において挙証期限を過ぎていないと判断した。 
 

二十二、上訴人・薛利民と武漢一枝花股フェン公司との職務発明、設計についての

奨励・報酬をめぐる紛争案件  
 ［２００４］鄂民三終字第１０号	 

	 

（一）事案の概要  
	 薛利民は実用新案「双錐形ドラム型洗濯機用粉洗剤成型装置」の考案者であり、１９９

９年１０月３０日に国家知識産権局より当該実用新案の専利権を付与された。専利番号は

ＺＬ９８２３６１１７．３である。一枝花公司が職務発明に対する奨励・報酬を支払わな

かったため、薛利民は武漢中級人民法院に対して提訴し、同社に対し相応の報酬を支払う

よう要求した。一審法院は「薛利民が起訴したときすでに二年の訴訟時効を過ぎていた。

しかし一枝花公司は現在もなお専利設備を使用して生産及び販売を行なっており、よって

薛利民が相応の報酬を受け取ることは法律の規定に適合するといえる。しかし報酬金額を

計算する際には２年前までしか遡ることができない」との見解を示し、一枝花公司が薛利

民に支払う報酬を４万元と裁定した。薛利民は一審判決を不服とし、上訴した。二審法院

は、一枝花公司が支払う報酬額を６万元とする判決を下した。	 

	 

（二）法律問題  
 １、訴訟失効の問題	 

	 ２、奨励・報酬金額の確定	 

	 

（三）裁判官の意見	 

	 １、訴訟失効の問題	 

	 『 高人民法院の専利紛争案件審理における法律適用問題に関する若干の規定』第二十

三条の規定によると、専利権侵害の訴訟時効は２年であり、権利者または利害関係者が権

利侵害行為を知った、または知ったと考えられる日から計算する。権利者が２年以上経過

してから起訴する場合、権利侵害行為が起訴時点でなおも継続しているのであれば、権利

侵害の損害賠償額は権利者が人民法院に起訴した日の２年前から推算する。本事案中の薛

利民は起訴時にすでに二年の訴訟時効を過ぎていた。しかし一枝花公司はその時にいたっ

てもなお専利設備を使用して生産及び販売を行なっており、よって薛利民が相応の報酬を

受け取ることは法律の規定に適合するといえる。しかし報酬金額を計算する際には２年前

までしか遡ることができない。	 

	 

 ２、奨励・報酬金額の確定	 

	 同社は税務部門に対し所得税を納付していないので販売利益を確定することはできな

い。法院は他年度の販売状況を参照し、合理的な費用を控除したあと、原告が受け取るべ

き報酬額を確定した。	 
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 一枝花公司の弁明によると、薛利民が報酬を受け取るための前提となるのは同社が当該

専利実施によって獲得した利益であるが、実際には同社は一貫して損失を出している状態

であり、そのため報酬を支払っていないのだという。法院は、一枝花公司が所得税を納付

していないというのは事実であるが、しかし、一枝花公司が本専利設備を使用して高付加

価値の濃縮粉洗剤という製品を生産するときは利益を得ているはずであり、一枝花公司は

元の企業の巨額の回収不能金から生じた利息を財務費用として粉洗剤製品の利益中に費

用として割り当て、また管理費用を割り当てている。このやり方は間違ってはいないもの

の、これによって本専利件の考案者の利益が損害を被っており、また科学技術系従業員の

企業の発展のためのイノベーションに対する積極性を奨励するのに有益でない。よって一

枝花公司の弁明を支持しない。	 

	 

【二審】	 

	 １、訴訟失効の問題について	 

	 薛利民は本事案は特殊な契約であると主張している。『民法通則』第八十八条第二項第

（二）号の規定によると、訴訟時効は猶予期間が満了した時から起算する。すなわち、薛

氏が一枝花公司に報酬を要求する主張の時効は２００３年４月から起算する。法院は、当

該項目を適用するにはまず、双方が書面または口頭でどのように報酬を支払うかについて

の契約または取り決めがあるという前提がなければならず、そのあとで当該契約の履行日

についての取り決めについてみる。しかし本事案で明らかになった事実を見ると、各方が

いずれも双方がかつて報酬の問題について契約または取り決め、さらには口頭での協定を

締結したことを示す証拠を有していない。前提が存在しないのであれば、猶予期間の問題

も存在しないわけで、薛利民の上訴理由は成立しえないのである。	 

	 薛利民は一枝花公司は報告表を送付するという行為は同社が報酬の給付義務について

認めているものであり、訴訟時効はこれによって中断されていると主張した。法院は訴訟

時効の中断を招く事由は必ず訴訟時効の期限内に発生しなければならず、さもなくば時効

は中断しないという見解を示した。	 

	 

	 ２、奨励報酬金額の確定	 

	 法院は一枝花公司が巨額の財務費用及び管理費用を粉洗剤製品の利益に割り当てると

いう方法をとっており、これ自体は問題はない。しかし、一枝花公司は当該専利製品を利

用して生産、販売コストを削減した後、販売利益を得ていることに注意しなくてはならな

い。もし一枝花公司が当該専利製品を使用しない場合、当該製品に割り当てる関連費用は

これによってゼロになるわけではなく、その他製品に割り当てられるので、損失の総額に

は大きな変化がない。これに対して、一枝花公司は当該専利製品を使用して利益を得るこ

とで、損失額を減少させており、さらに一枝花公司は一般の粉洗剤と当該専利装置を利用

して生産された粉洗剤の、一定の時間内におけるコストや利益がそれぞれどのくらいであ

るのか等について証拠を示して、同社の財務費用及び管理費用を製品の販売総額に応じて

割り当てており、この方法は生産コストや利益スペースの程度を無視して平均的に割り当

てるという問題を招いてしまう。さらに同社の関連財務費用及び管理費用はきょがくであ

り、当該専利の実施によって大きな利益を得たとしても、関連費用を割り当てられると、

マイナスになってしまう可能性があり、これは明らかに専利職務発明者に対する奨励にと

って不公平である。	 

 
二十三、王守傑と臨邑東君植物油有限公司（以下東君公司という）、杜風山、北京
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中棉紫光生物科技有限公司（以下、中棉公司という）の科学技術成果の権利をめぐ

る紛争事案  
	 （２０１０）民申字第９７５号  

 
（一）事案の概要  
王守傑と臨邑東君植物油有限公司（以下東君公司という）、杜風山、北京中棉紫光生物

科技有限公司（以下、中棉公司という）の科学技術成果の権利をめぐる紛争事案は、山東

省高級法院が２０１０年４月２６日に（２００９）魯民三終字第２０４号の民事判決を下

し、同判決はすでに法的効力を生じている。東君公司は同院に再審を申立て、同院は２０

１０年７月６日にこれを受理した。同法院は審査の結果、一、山東省高級人民法院が再審

を担当する。二、再審中、原判決の執行を中止する旨を裁定を下した。 
 

（二）法律問題  
１．職務発明の確定。 
２．写しは証拠とすることができるか。 
 

（三）裁判官の意見  
１．職務発明の確定。 
『中華人民共和国特許法実施細則』第１２条では、「専利法に言う発明者又は考案者と

は、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる

過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質的・技術的条件の利用のために便宜を図っ

た者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。」と規定

されている。この規定によると、本件において王守傑が主張する化学分析と研究は一般的

には必要ではない。よって、同氏は本件に関する実用新案特許出願の発明者とは認められ

ない。王守傑が従事する「品質分析」業務は本件に関する工程すなわち発明特許出願技術

の実質に貢献があるかについてであるが、同氏の「項目協調」業務は、発明創造の実質的

な特点に対する創造的な貢献をする業務には属さない。「品質分析」業務は本件に関する

三つの実用新案特許出願技術とは関係がない。王守傑が本技術の発明者であるかについて

は、関連研発過程と内容のさらなる究明が必要であり、また本件に関する工程の研究開発

に化学分析と研究は必要であるか否かを考慮にいれて判定を行う必要がある。	 

 
証拠の問題。 
１．写しは決定的証拠となりうるか。 
『 高法院民事訴訟証拠に関する若干規定』第６９条は、原本、原物と照合できない写

し、複製品は単独で案件の事実を認定するための根拠とする事ができないと規定している。

単独に事件の事実を認定する根拠と認められないと規定しているにすぎない。本件に、上

記の特許代理委託書は写しであるが、杜風山の署名及び德州市天科特許事務所有限公司の

印章があり、さらに本件に関する工程の特許出願書類、特許出願者の詳しい情報等の証拠

から、杜風山と徳州市天科特許事務所有限公司が本件に関する工程の特許出願について、

委託代理関係があることを証明できる。また王守傑は前述の特許代理委託書が偽物である

ことを証明するその他の証拠を有さない。このような情況下において、貴院が前述の特許

代理委託書を写しであるということのみをもって証拠として採用しないのは不当である。 
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再審 
 

二十四、羅楊鏡が広東鶴山市秦偉園林陶磁器有限公司を訴えた、職務発明の発明者、

考案者の奬励金・報酬に関わる紛争事案  
	 （２０１０）民申字第１６１１号  

 
（一）事案の概要  
羅楊鏡は秦偉公司に勤めていた時、秦偉公司が提供した実物或は実物写真に基づき、鋳

型を作った。本件に関して陶磁器噴水特許製品の鋳型の修正及び製作も行った。２００７

年２月４日、秦偉公司は羅楊鏡との招聘関係を解消した。羅楊鏡は本件に関する陶磁器噴

水製品は自分が考案したものであることを理由として、一審法院に訴訟を提起し、秦偉公

煮対し奬励金及び報酬の支払いを要求した。２００９年２月１６日、羅楊鏡は秦偉公司を

被告として、広東省鶴山市法院に労働紛争訴訟を提起した。同法院は羅楊鏡の請求を棄却

する判決を出した。羅楊鏡はこれを不服として、広東省江門市中級法院に控訴を提起し、

同胞院は（２００９）江中法民一終字第８８１号の民事判決により、控訴を棄却し、原判

決を支持した。２０１０年１０月１２日、羅楊鏡は 高法院に再審の訴えを提起したが、

高法院は再審請求を棄却した。 
 

（二）法律問題  
１．職務発明者（考案者）の確定 

 
（三）裁判官の意見  
【一審】 
１．羅楊鏡は上述四つの陶磁器噴水意匠の職務発明者（考案者）であるか。 
本件に関する特許が羅楊鏡の職務発明創造に属するか、羅楊鏡が自ら研究開発によって

考案したものであるかについては、羅楊鏡がその挙証責任を負う。羅楊鏡が提出した

証拠を見ると、秦偉公司は契約によって羅楊鏡を招聘し、鋳型の創作・開発を任せた。し

かし、双方は具体的にどのような製品の創作開発を行うのかについて明確に取り決めてい

ないので、当該契約をそのまま本件に関する特許の開発委託契約であることは証明できな

い。さらに羅楊鏡が提出したその他の証拠は本件に関する特許との関連性が無く、本件に

関する特許が同氏によって考案されたことを証明するには不十分である。したがって、本

件に関する四つの特許が羅楊鏡による職務発明であるとする同氏の主張には前提が存在

しない。 
 
２．秦偉公司は羅楊鏡に１００００元の奬励金と報酬を支払うべきか。 
羅楊鏡は自身が本特許の考案者であることを証明できないため、同氏が秦偉公司に奨励

金及び報酬を支払うよう要求した請求は事実無根で法的根拠に欠けているので、支持しな

い。 
 
【再審】 
羅楊鏡は自身が本件に関する意匠特許の考案者であることを主張するのであれば、本件

に関する意匠が同氏本人によって創作、完成されたことを証明する証拠を提出しなければ

ならない。羅楊鏡が提出した証拠は同氏が本件に関する意匠特許の考案者であることを証

明するには不十分である。 
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羅楊鏡は発明者または考案者が特許書類に署名をしていないことをもって同氏が発明

創造の発明者または考案者でないと判断することはできないと主張したが、特許書類中

に同氏の署名がみられないからこそ、同氏は挙証によって自身が当該特許の考案者

であることを証明する必要があるのである。  
羅楊鏡は自身の給与が下工序の技術工よりも高いことを強調した。しかし給料の高さが

担当する業務の種類と関係があることを、同氏が本件にかかる意匠特許の考案者であるこ

との直接的な証拠とすることはできない。羅楊鏡は特許権者の顧多智は商人であるから、

実質に意匠を創造できないと判断している。しかし商人であるか否かは意匠の創造と必然

的な関係を有しないので、同氏の主張は成り立たない。 
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