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第一章 専利行政取締りの重要性 

 

１ 専利行政取締りの傾向 

 中国政府発行の通達と中国知識産権局発行の最近数年間の「中国知識産権保

護状況白書」の統計データによると、専利権侵害案件の行政取締りが重視され

ている傾向がある。 

 

①. 中央政府の姿勢 

中国国務院は2008年から、以下のおもな通達2を発行し、知的財産権保護を

強める姿勢を示した。 

    

 

その中の「新情勢下における知識産権強国の建設に関する若干意見」のおも

な内容は以下のとおりである。中国政府が知的財産権保護を厳格に実施する姿

勢がうかがわれる。 

 

 

                                                        
2出典：中国人民政府ウェブサイト http://www.gov.cn/ 

対象当局： 

各省・自治区・直轄市

人民政府・国務院各部

委・各直属当局 
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②. 統計から見る侵害対策の現状 

 中国知識産権局発行の「中国知識産権保護状況白書」の統計データによると、

工商局の取締案件が減少する一方、知識産権局による専利権に関する案件が

2012年から急増して来たことがわる。関連データは以下のとおり。 

 

A. 行政機関による取締り総件数3 

行政機関による侵害事件取締り総件数は減少傾向にある。 

 

図１ 全国行政機関の取締り件数（単位：万件） 

 

 

 

                                                        
3出典：中国知識産権局発行の各年「中国知識産権保護状況白書」

http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps 
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おもな内容： 

 

第三章 知的財産権保護の厳格な実行 

 知財権侵害行為への懲罰の度合いを高

めること 

 知財犯罪への取締りの度合いを高める

こと 

 知財保護体制の確立 

 新業態、新領域における創造革新成果

に関する知財保護の強化 

 知財権濫用行為の規制（独禁法関連）  
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図２ 工商局の取締り件数（単位：件） 

 

2015年は2.39万件（６月末まで） 

 

B. 税関行政取締り件数4 

税関による侵害事件摘発件数は横ばい状態で、大きな変動はない。 

 

図３ 税関行政取締り件数（単位：万件） 

 

  

                                                        
4 出典：中国知識産権局発行の各年「中国知識産権保護状況白書」

http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/ 
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C. 刑事取締り件数5 

 刑事取締案件数は14年度の実績が前年より低いが、裁判所の知財刑事案件結

審件数がやや増えている。 

 

図４ 全国公安による摘発件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

図５ 裁判所の知財刑事案件結審件数（単位：件） 

 

 

  

                                                        
5 出典：中国知識産権局発行の各年「中国知識産権保護状況白書」

http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/ 
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D. 専利行政取締り件数6 

全国知識産権局の専利権侵害紛争案件取締件数は2011年の専利行政法執行

弁法の施行に伴い、毎年倍増している。そして、改正専利行政法執行弁法が2015

年7月1日に施行されたことで、これからも増加すると思われる。 

 

図６ 全国知識産権局の受理件数（単位：件） 

 

 

 

 

図７ 日本の権利者からの申立て受理件数（単位：件） 

 
                                                        
6 出典：中国知識産権保護状況白書 http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/ 

国家知識産権ネット http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h.html 

http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016/201601/t20160118_1230431.html 

・図 7日本権利者からの申立て受理件数-国家知識産権ネット： 

2011年データ：http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2011/h/h3.html 

2012年データ：http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2012/h/h3.html 

2013年データ：http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2013/h/h3.html 

2014年データ：http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h/h3.html 
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E. 専利行政取締り件数7・・・2014年度権利者国籍別内訳 

 権利者国籍別内訳データによると、案件発生の主要外国権利者の国籍はドイ

ツ、米国、日本、英国と韓国である。 

 

図８ 中国内外案件数の割合（単位：件） 

 

 

図９ 主要国の案件数（単位：件） 

 

  

                                                        
7 出典：中国知識産権保護状況白書 http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/ 

国家知識産権ネット http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h/h3.html 
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F. 専利行政取締り件数8・・・2014年度専利類型別件数 

 図9が示したとおり、案件の類型は意匠と実用新案に集中している。 

 

図１０ 2014年全国知識産権局の受理件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
8 出典： 

国家知識産権ネット http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h/h2.html 

・受理件数内訳：特許 1010件、実用新案 3461件、意匠権：3200件 

特許 

13% 

実用新案 

45% 

意匠 

42% 

全体＝7671件 
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２ 専利行政取締りの重要性 

 

 これらのデータにより、専利権侵害行政取締案件数が 2012 年から毎年急増

していることが分かる。したがって、専利行政取締りが今後も重要視されると

思われる。 

中国における専利権侵害の対応方法は以下のとおりであり、「双軌制」が存

在する。 

 

救済方法 機 関 処理方法 侵害差し止

め 

賠償 

司法救済 人民法院 
判決 ○ ○ 

和解 ○ ○ 

行政取締り 知識産権局（IPO） 
処理 ○ ☓ 

調停 ○ △ 

 

 行政取締りは知識産権局を通して行い、最終的に知識産権局より「処理」さ

れるか、あるいは知識産権局の調停により侵害業者と和解するかになる。 

処理の場合、知識産権局は処理決定書を発行し、侵害業者に侵害行為の停止

を命じる。 

調停の場合、侵害停止などの内容を含めた誓約条件をあらかじめ設定し、侵

害業者と和解合意書を締結させる。そして、知識産権局は行政調停書を発行す

る。この場合、侵害業者に賠償金を求めることも可能であるが、達成できるか

は交渉次第である。 

 

典型的な事例として、以下の日本企業関連案件がある。 

 

処理方法 案件 侵害品 処理結果 

処理 江蘇省における

二輪車意匠権侵

害案件 

二輪車 知識産権局は処理決定書を発行

し、侵害業者に二輪車意匠権侵

害品の製造・販売・展示会出品・

ウェブサイト写真掲載行為の停

止を命じた。 

調停 浙江省における

制御機器意匠権

侵害案件 

制御機器 侵害品の製造・販売・展示会出

品の停止、賠償金 2 万元などの

条件を設定し、侵害業者に和解

合意書を締結させた。そして、

知識産権局は行政調停書を発行

した。 
 

なお、事例詳細は第四章の 2に詳細を記載している。 
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専利行政取締りが注目されている要因は、主には以下のとおりである。 

① 模倣対策の重心が「商標」から「専利」へ移行しつつあることが統計

上、明らかであること 

② 司法より所要期間が短く、専利権の限られた権利存続期間内で効果的

に活用できること 

③ 訴訟に比べて費用がやすく対応できるため、手軽に対応できること 

④ 専利行政法執行弁法の施行や改正専利行政法執行弁法の施行により、

法整備がなされつつあること 

⑤ 毎年案件数が急増していることにより、専利行政部門の専門性が向上

していること 

⑥ 専利行政部門の権限の拡充傾向 

 

 また、専利権の保護を強化するため、国家知識産権局は2012年8月、意見を

募集し、2015年4月1日に「中華人民共和国専利法改正草案（意見募集稿）」を

公布した。これにより、将来的に知識産権局の以下の処理権限が強化される可

能性がある。 

 

・「損害賠償を命じる」権限  

・不正な目的を有する侵害の場合は「懲罰的な賠償金」を命じる権限  

・不正な目的を有する侵害、再犯の場合は「侵害品押収」「罰金」を科す権限 

 

■専利法改正草案（意見募集稿） 

 主な修正と追加内容を以下のとおりまとめた。 

 

 修正と追加内容 説明 

1 意匠権保護期間の延長 従来の10年から15年に延長。 

2 県レベル地方政府の専利行

政部門の権限を強化 

管轄区域で専利行政執法を実施し、専利権

侵害行為および専利詐称行為を取り締る

ことができる。 

3 専利行政部門の執法権限を

強化 

集団による権利侵害行為、権利侵害行為の

再犯などを取り締ることが可能。行政機関

は一部の専利権侵害案件の取締につき、権

利者の申立てがなくとも行うことができ

るようになった。 

4 専利行政部門の専利権侵害

案件の調査手段を明確化 

侵害者に尋問と現場査察を行うことがで

きる。関係のある契約書、領収書、帳簿な

どの書類を閲覧、複写すること、関係のあ
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る商品を査察することが可能。市場秩序を

乱し、意図的に専利権を侵害する商品であ

ると証明できる場合は、その商品を封緘・

押収することができる。 

5 専利権侵害品および専利権

侵害品の製造設備、部品など

の処分強化 

専利行政部門が専利権を侵害すると断定

した場合、侵害品、侵害品の製造設備、道

具、部品、金型などを没収・廃棄すること

ができる。 

6 故意に市場秩序を乱す行為

の取締を強化 

団体による専利権侵害行為、専利権侵害行

為の再犯などの市場秩序を乱す者に対し、

執行部門は不法経営額が5万元以上である

場合、不法経営額の1～5倍の罰金を科する

ことができる。不法経営額がゼロ、あるい

は5万元以下である場合、執行部門は25万

元以下の罰金を科することが可能。 

7 専利行政調停の効力強化 専利行政部門は権利者の請求に基づいて、

権利侵害による損害賠償金を調停し、調停

協定は裁判所の確認を得てから効力を生

ずる。どちらか一方の当事者が履行を拒

絶、あるいは一部を履行しない場合、もう

一方の当事者は裁判所に強制執行を申立

てることができる。 

8 故意侵害行為に対し、懲罰的

な賠償金制度を採用 

裁判所は故意侵害行為の状況、もたらした

影響、結果などを考慮し、①権利者の損失、

②侵害者の不法経営額、③専利のラインセ

ンス料のいずれかの2～3倍の懲罰的な賠

償金を命じることができる。なお、①～③

のいずれも確定できない場合、裁判所は

300万元の範囲内で賠償金を決めることが

できる。 

9 立証の規定を具体化し、立証

困難問題の解決を図る 

専利権侵害の訴訟において、権利者が立証

に尽力したにもかかわらず、侵害者が所有

の権利侵害に関わる帳簿、書類などの開示

を拒否した場合、裁判所は権利者による主

張および証拠を参考として、賠償金額を決

定することができる。 

10 権利者の立証責任の明確化 特別な事情によって、素早く審理または処

理を進めばなければならない場合を除き、

実用新案および意匠権の権利者は行政執

法部門および裁判所に専利権評価報告を

証拠として、提出しなければならない。 

11 インターネット上における ・インターネットサービス提供者が専利権
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侵害行為についての処理規

定を追加 

を侵害したことを知り、または知り得るべ

きにもかかわらず、速やかに権利侵害製品

のリンクを削除、遮断、解除するなどの必

要な措置を施さない場合、インターネット

サービスの利用者と連帯責任を負わなけ

ればならない。 

・権利者の正当請求を受けたにもかかわら

ず、速やかに対応しなかった場合は、被害

の拡大した部分について、連帯責任を負わ

なければならない。 
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第二章 専利行政取締りに関する法的根拠 

 

１ 専利行政取締りとは 

 

専利行政取締りとは、政府行政部門を通して権利保護を得る手段のことであ

る。 

1984 年に公布された専利法には「権利者は権利侵害を受けた場合、裁判所

に訴えを提起、あるいは専利行政部門に処理を請求することができる」と規定

している。前述のとおり、中国では司法救済と行政取締りの「双軌制」救済シ

ステムが設けられており、権利者は状況により救済方法を選ぶことができる。 

 

 行政取締りシステムが設けられた背景と理由は以下のとおりである。 

①. 中国特有な文化と習慣からできたものであること 

中国は昔から、国が強い行政権力を持っており、行政保護なる概念が

代々の中国人に影響している。そのため、現代社会でも、権利侵害を受け

た場合、多くの人々は第一に政府に問題解決を求める。 

②. 行政取締りが一定の優位性を持っていること 

専利行政部門行政取締りは司法救済よりかかる費用が少なく、対応期間

も短いからである。多くの省の専利行政執法部門が専利権侵害紛争を処理

する際、費用を徴収しない。司法救済と比べて行政取締りは必要とする費

用が少ない。また、国家知識産権局が公布した「専利行政法執行弁法」に

は、専利権侵害紛争の処理期限は 5ヶ月前後と規定している。これに対し、

司法救済は速くとも 6～12ヶ月かかる場合が多いため、行政取締りは権利

者にとって使いやすく、かつ効率的な手段である。 

 

中国の専利行政部門は専利権侵害紛争の処理だけではなく、専利の方向

付け、助成政策、企業の知財保護意識の向上にも係わるため、実務からの

経験は政策、法規などの制定に役立つ。 
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２ 主要法規 

 

 専利行政取締りに関する法律はおもに以下のものがある。 

 

 

 

  

  

このなかで主要法規の概要を以下のとおりまとめた。 

 

①. 中華人民共和国専利法 

 

60条 専利権者の許諾を受けずにその特許を実施する、すなわちその専利権
を侵害して、紛争が生じた場合には、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、専利権者または利害関係者
は人民法院に訴えを提起すること、或いは専利事務管理部門に処理を求めるこ
とができる。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 15 日以
内に、中華人民共和国行政訴訟法に基づいて人民法院に訴えを提起することが
できる。権利侵害者が期限を過ぎても訴えを提起せず、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。 
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②. 中華人民共和国専利法実施細則 

79条 専利法と本細則にいう専利業務を管理する部門とは、省、自治区、直
轄市人民政府および専利管理作業の量が多く、処理能力を有する、区が設けら
れる市の人民政府が設立した専利業務を管理する部門を指す。 

 

80条 国務院特許行政部門は、専利権侵害紛争の処理、専利詐称行為への取
締り、専利紛争の調停について専利業務を管理する部門に対し業務指導を行わ
なければならない。 

 

81条 当事者が専利権侵害紛争の処理又は専利紛争の調停を求める場合、被
請求人の所在地または権利侵害行為発生地の専利業務を管理する部門が管轄
する。 

 

２つ以上の専利業務を管理する部門が専利紛争の管轄権を有する場合、当事
者はそのうちひとつの専利業務を管理する部門に請求することができる。当事
者が２つ以上の管轄権を有する特許業務を管理する部門に請求した場合、最も
早く受理した特許業務を管理する部門が管轄する。 

 

専利業務を管理する部門で管轄権について争議が発生した場合、その共通の
上級人民政府の専利業務を管理する部門が管轄を指定する。共通の上級人民政
府の専利業務を管理する部門がない場合は、国務院専利行政部門が管轄を指定
する。 

 

82条 専利権侵害紛争の処理過程において、被請求人が無効宣告請求を提出
し、かつ専利複審委員会に受理された場合、専利業務を管理する部門に処理の
中止を求めることができる。 

 

専利業務を管理する部門は、被請求人の提出した中止の理由が明らかに成立
しないと考える場合は、処理を中止しなくてもよい。 

 

③. 専利行政法執行弁法 

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。  

 

6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。 
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④. 各地方条例 

上記の法律法規以外に、地方の立法機関は管轄区域の専利管理、専利保護に

適用する地方法規を制定している。例：浙江省専利条例、上海市専利保護条例、

広東省専利条例などが挙げられる。 

 

３ 管轄 

 上述のとおり、専利法実施細則81条と専利行政法執行弁法6条の規定により、

専利行政取締りの管轄は以下の専利部門により管轄されていることがわかる。 

 

①被請求人の所在地または権利侵害行為発生地の専利業務を管理する部門 

②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 

 

 実務上では、省や市の知識産権局に侵害処理を申立てる場合が多い。例えば

浙江省知識産権局、広州市知識産権局などである。 

 

４ 知識産権局の調査権限 

 

 知識産権局の調査権限は以下のとおり。 

①. 侵害業者の契約書や帳簿等の関連文書を閲覧、複製  

②. 事情聴取 

③. 測量や写真撮影、映像撮影等の方法で実地調査 

④. 現場での実施を命じる（製造方法等の場合） 

⑤. サンプル採集  

なお、現行法では原則として疑義品の差押えは行わない 

 

ただし、サンプル採集が困難、かつ今後取得が困難の場合にのみ登記・保存

（封印）を認めるが、７日以内に開封する必要がある（専利行政法執行弁法の

弁法40条）。法的根拠は以下のとおり。 

 

■専利行政法執行弁法  

38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。  

39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。  

40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
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つサンプリング法により調査・証拠を集めることができない場合、専利業務管
理部門は登記・保存し、かつ7日以内に決定を出すようにすることができる。 

 

また、地方の条例により、担保金を積めば差押えを実施できる可能性がある。 

 

５ 知識産権局の処罰権限 

 

知識産権局の処罰権限は以下のとおり。 

①. 専利権侵害品製造行為の差止めを命じること  

②. 専用設備、金型の廃棄を命じること 

③. 権利侵害製品の廃棄を命じること 

④. 販売許諾行為の差止めを命じること  

⑤. 展示会からの撤去を命じること  

⑥. 輸入行為の差止めを命じること  

⑦. 履行されない場合、裁判所に強制執行の申立て  

⑧. 電子商取引 Cプラットフォームの運営者に侵害サイトの削除、遮断を命

じること 

 

なお、原則として罰金を科すことができないが、一部の地方法規には再犯の

場合に罰金を科すとの規定がある。例えば： 

広東省専利条例54条  同一専利権について再犯した場合、違法所得の没
収に加えて、違法所得の１～５倍の罰金を科すこ
とができる  

北京市専利保護と促進条
例47条  

同一専利権について再犯した場合、違法所得の没
収に加えて、2～10万元の罰金を科すことができる  

重慶、天津、福建、浙江などでも同種の条例がある。  
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第三章 専利行政取締りの実務手続き 

 

１ 申立ての要件 

 

 専利行政執法弁法10条の規定によると、専利行政取締り申立ての主な要件は

以下のとおり。 

①. 申立人は専利権者または利害関係者であること 

②. 明確な被請求者があること 

③. 裁判所に訴えを提起していないこと 

 法的根拠は以下のとおり。 

 

■専利行政法執行弁法 

10条 専利業務管理部門に専利権侵害紛争の処理を申立てる場合、以下の要
件を充足しなければならない。  

（一）申立人は専利権者また利害関係者であること 

   →利害関係者は、被許諾者、専利権者の合法的継承者を含む 

（二）被申立人が明らかであること 

（三）明確な申立内容と具体的な事実および理由があること 

（四）案件を受理する専利業務管理部門の案件受理および管轄範囲に属  

   すること 

（五）当事者が当該専利権侵害紛争について裁判所に訴えを提起していないこ
と 

 

２ 必要書類 

 

専利行政執法弁法の規定によると、専利行政取締りを申立てる際に必要な書

類は以下のとおり。 

種類 必要な書類 備考 

①. 申立書類 申立書 知識産権局に提出。 

②. 委任状 企業登記簿謄本 企業登記簿謄本は現在事項全

部説明書のこと。これら書類

は公証・認証の手続きおよび

中国語訳が必要。 

代表者の身分証明書 

代理人への委任状 

③. 権利有効性証

明 

専利証書 原本が必要。 

専利料年間納付領収書 
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専利登記副本 国家知識産権局発行のもの

で、発行には約2週間必要。 

専利権評価報告 ・申請日または優先権日が

2009年10月1日以前の実用新

案権については、国家知識産

権局より取得できる。 

・申請日または優先日が2009

年10月1日以前の意匠権につ

いては、中国専利信息中心な

どの民間評価機構より取得で

きる。 

・無効審判の請求がなされて

も、専利復審委員会が有効と

審決し、かつ専利復審委員の

審決が裁判所に取消されなか

った実用新案権、意匠権につ

いては、専利復審委員の審決

証明を証拠として利用可能。 

④. その他 専利実施許諾契約書 請求人が利害関係者である場

合は、専利実施許諾契約書の

提出が必要。使用目的は、請

求人と権利者との関係を証明

するため。 

 

法的根拠は以下のとおり。 

 

■専利行政法執行弁法 

11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。 
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３ 証拠収集の要点 

  

 専利行政取締りを行うためには証拠の収集が不可欠である。必要な証拠はお

もに侵害品の証拠と疑義者との関連性の証拠に分けられる。詳細は以下のとお

り。 

 

証拠の種類 具体的な証拠例 

1. 侵害品の証拠 ①. 侵害品のサンプル公証購入 

②. 侵害品のウェブサイトの公証  

③. 十分に比較するための写真入手 

2. 侵害者との関

連性の証拠 

④. 領収書  

⑤. カタログ  

⑥. 侵害品に使用されている商標の登録情報 

⑦. ドメイン名の登録情報 

⑧. 複数業者に関わる場合は、各業者の企業登記情報 

⑨. 権利者の過去における同一権利の取締り実績 

⑩. 被疑者の再犯記録 

【備考】 

①については、特許権の場合は事前に商品分解作業およびその公証を行うこと

が望ましい。 

③については侵害非侵害の識別に使えるほどの解像度が高い写真が必要。 

⑥については、侵害品の本体、包装、関連広告に使用された商標の登録情報か

ら、侵害品と商標登録者の関連性を有すること証明できた場合、証拠として提

出。 

⑦については、侵害品展示のウェブサイトのドメイン名登録情報から侵害品と

ドメイン名登録者の関連性を有すること証明できる場合、証拠として提出。 

⑧については、複数の業者が同一案件に関係している場合、これら業者の工商

登記情報から、出資者、法定代表者間の関連性を有すると証明できる場合は証

拠として提出。 

⑨については、権利者が過去、同一権利についての取締り実績がある場合、そ

の実績を行政機関に開示し、行政機関の参考とする。 

⑩については侵害者の再犯記録（同一権利の侵害）がある場合、行政機関に再

犯証拠（過去の申立記録、判決書、調停書など）を提供し、行政機関が迅速な

判断を下すのに役立つ。 
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４ 案件処理の流れと所要期間 

  

案件処理の流れと所要期間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（中止または 

 中止せず） 

⑩処理決定書発行 

 

⑨口頭審理 
 

⑧ 

当事者双方：和解合意書 

知識産権局：行政調停書 

⑦調停 

⑥答弁書の写し

を受領 

⑤答弁書の写しを送

付 

 

④答弁書を提出 

③被申立人へ送付 

②立件 ①処理請求 

 

権利無効申立の提起 
 

現場調査 

侵 害 非侵害 

補正 

5営業日 

5営業日 

5営業日 

答弁 

15日間 

審査中止申請 

権利有効 

YES NO 

現場調査の実施有無

および時期はまちま

ちである  
 

権利無効 

所
要
期
間
目
安
５
ヶ
月 

 

5

ヶ
月 

被申立人者 
 

申立人 知識産権局

（IPO） 
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所要期間について、「弁法」によると、申立受理から案件終了までの知識産権局の処

理期間は５ヶ月とされている。ただ、実際はもっとかかる場合がある。また、権利無効請

求の提起を伴う場合は、１～２年かかる場合もある。  

 

 

５ 必要な費用 

 

 専利行政取締りに必要な費用は権利の種類により、1件につき数万元から10

数万元かかる。それらは証拠の取得や弁護士費用など以下の項目を含む。 

  

①. 費用の目安 

・意匠権、実用新案権・・・数万元／件 

・特許権・・・10数万元／件 

 

②. 内訳 

費用項目 説明 

A. 公証費 約1万元前後。侵害品のサンプル公証購入、ウェ

ブサイト公証作業などにかかる費用。 

B. 専利権評価報告 数千元。国家知識産権局、中国専利信息中心など

から専利有効性に関する報告書を取得する作業。 

C. 弁護士費用 数万元。案件情報の整理、申立書と商品類否比較

資料の作成、証拠の整理、知識産権局への申立て、

現場調査同行、侵害者との交渉、答弁、調停書作

成など。 

D. 技術鑑定費 数万元。この費用は発明特許の場合に必要とな

る。製品を分解し、専門的な鑑定機関により鑑定

する作業。 

E. 知識産権局の案件受

理費と現場調査費 

数千元。徴収しないところもある。 

F. 交通費・宿泊費、翻

訳費 

数千元。 

G. 倉庫料、保管費 数千元。侵害品が大型製品である場合、倉庫を使

う場合がある。その際に倉庫料と保管費がかか

る。 
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