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１．２ 中国における専利無効宣告請求（特許無効審判）に関する制度 
 
１．２．１ 審判部の構成 
 
 中国では、日本でいう特許、実用新案及び意匠にあたる専利、実用新型及び外観設計は、

専利法で規定されており、これらの出願（専利出願）は国家知識産権局（SIPO23）が管轄

する。復審（日本でいう拒絶査定不服審判）や専利無効宣告請求（日本でいう特許・実用

審判及び意匠の無効審判）は、国家知識産権局復審委員会（以下、「専利復審委員会」と

表記する。）が担当する。この専利復審委員会は、国家知識産権局により 1984 年 11 月に

設立され、国務院専利行政部門（SIPO）が指定する技術専門家と法律専門家から構成され、

専利復審委員会のトップである主任委員（図 5 参照）は国務院専利行政部門の責任者が兼

任する。専利復審委員会は 23 の部門を有し、そのうち 14 部門が専利と実用新型（特許と

実用新案）を担当し、1 部門が外観設計（意匠）を担当する。専利復審委員会の構成員（審

判官とスタッフ含む）は 2014 年末において 330 人であり 24、各部門の構成は、表 2 に示

すようになっている。 
 
図 5 専利復審委員会の組織 25 

 
                                            
23 SIPO：the State Intellectual Property Office of P.R.C. 
24 「人员情况」、専利復審委員会ウェブサイト内、URL: http://www.sipo-reexam.gov.cn/zwgk/fsgk/ryqk/index.htm 

（最終アクセス日：2016年 11月 10日） 
25 「组织结构图」、専利復審委員会ウェブサイト内、URL: http://www.sipo-reexam.gov.cn/zwgk/fsgk/zzjg/index.htm 

（最終アクセス日：2016年 11月 10日） 
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表 3 専利復審委員会の部門及び人数 26 
部門 人数 部門 人数 

弁公室 11 通信復審第 2部 4 

党委（紀委）弁公室 2 医薬生物復審第 1部 4 

人事教育部 6 医薬生物復審第 2部 4 

審理業務協調部 6 化学復審第 1部 4 

研究部 6 化学復審第 2部 4 

情報化部 4 光電技術復審第 1部 4 

立案・システム管理部 12 光電技術復審第 2部 4 

機械復審第 1部 4 材料工程復審第 1部 4 

機械復審第 2部 4 材料工程復審第 2部 4 

電気復審第 1部 4 外観設計復審部 4 

電気復審第 2部 4 行政訴訟部 4 

通信復審第 1部 4 
 

 
 
１．２．２ 専利無効宣告請求制度の概要 
 
（１）概要及び根拠条文等 
 
  専利無効宣告請求は、専利権付与後の専利 27について、請求によりその専利権を無効

にすることができる制度であり、専利法第 45 条から第 47 条に規定されている。専利無

効宣告請求は、専利権が付与されて公告された日から請求することができ、いかなる企

業等の団体又は個人でも請求することができる（専利法第 45 条）。そして、専利復審委

員会が専利権を無効にすべきと決定した場合、当該専利権は、初めから存在しなかった

ものとみなされる（専利法第 47 条）。 
 
（２）専利無効宣告請求制度の流れ 
 
  専利無効宣告請求は、専利登録の公告後にいかなる団体や個人でも請求することがで

き（専利法第 45 条）、専利権が満了又は放棄された後でも請求は可能である（専利審査

指南第 4 部分第 3 章 3.1）。専利無効宣告請求が受理されると、専利復審委員会は形式

審査を行い、提出された無効宣告請求書及び添付資料が所定の様式に合致するかを審査

し、様式に合致しない場合は、専利復審委員会は請求人に補正命令を行う。指定した期

間内に請求人が補正をしない場合又は 2 回補正しても同じ欠陥が是正されない場合は、

当該専利無効宣告請求は提出されていなかったものとみなされる（専利審査指南第 4 部

分第 3 章 3.4）。 

                                            
26 前掲脚注25参照 
27 日本でいう特許、実用新案又は意匠にあたる。 
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  専利復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

人及び特許権者に通知する。専利権者は、専利復審委員会が審査の決定を下すまでであ

って所定の状況にある場合、権利要求書の補正をすることができる（日本でいう特許請

求の範囲の訂正にあたる。当該補正については後述する）。審査を経て専利権の無効宣

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。専利復審委員会の専

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 3
月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は専利無効宣告請求手続を

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（専利法第 46 条）。

なお、無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものと見なされる（専利法第 47
条）。 

 
図 6 専利無効宣告請求の流れ 

 

無効宣告請求 

形式審査 

補正通知書 形式要件

の不備 

補正（15日以内） 

受理 

口頭審理通知書 

無効宣告請求みなし 
未提出通知書 

専利復審委員会 

審判請求人 

専利権者 

Yes 

No 

Yes 
不備解消？ 

口頭審理 

無効宣告請求 
審査決定 

無効宣告請求 
受理通知書 

請求書副本 

答弁書 

権利要求書の補正 (1か月以内) 

No 



 

18 

（３）専利無効宣告請求の要件等 
 
 ア 請求人 
  「いかなる部門又は個人」でも請求が可能である（専利法第 45 条第 1 項）。なお、こ

の「個人」には、専利権者及び発明者本人も含まれる 28。 
 
 イ 専利無効宣告請求の客体 
  専利無効宣告請求の対象は、「授権された専利」であり、終了又は放棄されたものも

含む（専利法第 45 条第 1 項、専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.1）。 
 
 ウ 無効理由 
  専利無効宣告請求の理由は、専利法実施細則で規定されており、専利法実施細則の第

65 条第 2 項で規定された理由に限定される（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (2)）。

ここで規定されている無効理由は下記に示すとおりである。 
 
表 4 無効理由一覧 
専利法実施細則 
第 65 条第 2 項に

掲げる条文 
無効理由 

第 2 条 保護適格性違反 

第 20条第 1項 秘密保持審査違反（中国国内で完成した発明について外国で特許を出願す

る場合、事前に秘密保持審査を受けなければならない） 
第 22条 発明及び実用新型の新規性、創造性及び実用性違反 
第 23条 外観設計（意匠）の新規性、創造性及び他者先行権利との非抵触違反 

第 26条第 3項 説明書（日本でいう「明細書」）の記載要件（公開十分要件）違反 

第 26条第 4項 権利要求書（日本でいう「特許請求の範囲」）の記載要件（サポート要件、

明確性要件）違反 
第 27条第 2項 意匠図面の記載要件違反 

第 33条 新規事項追加違反 
専利法実施細則 
第 20条第 2項 従属クレームの記載要件違反 

専利法実施細則 
第 43条第 1項 分割出願時における新規事項追加違反 

専利法第 5条 公序良俗違反 
専利法第 25条 不特許事由 
専利法第 9条 後願特許 

 
 エ 請求時期 
  専利が既に公告されている場合において、既に終止又は放棄（出願日からの放棄を除

く）されている場合を含め、専利無効宣告請求をすることができる（専利審査指南第 4
部分第 3 章 3.1）。 

                                            
28 何騰雲「中国における権利化阻止手続と権利無効手続（特集 現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について）」パ

テント2013 Vol.66 No.10、第12頁～第22頁、日本弁理士会、2013年 8月 
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 オ 専利無効宣告請求に係る手続 
  専利無効宣告請求をするには、請求人は、専利復審委員会に無効宣告請求書及び必要

な証拠を提出することにより行う（専利法実施細則第 65 条第 1 項）。なお、審判請求

の手続は、オンラインで行うことが可能である。オンラインで手続を行う場合は、オン

ライン用の書式で請求する必要がある。 
  無効宣告請求書には、無効宣告請求の範囲と請求の理由を記載しなければならない。

無効宣告請求の範囲は明確にされていなければならず、明確でない場合は、専利復審委

員会により所定の期間内に補正するよう求められる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 
(1)）。また、請求の理由には、「提出したすべての証拠を組み合わせて無効宣告請求の

理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければなら」（専利法

実施細則第 65 条第 1 項）ず、具体的には、専利法実施細則第 65 条第 2 項で規定する理

由について、「専利法及びその実施細則において関連する条文、項、号をもって独立し

ている理由として提出しなければならない」（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (2)）。 
  また、証拠を提出する場合は、提出したすべての証拠について具体的に説明しなけれ

ばならない（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (5)）。この「具体的に説明」とは、専利

審査指南には、「技術方案を比較する必要のある発明又は実用新案の専利について、係

争専利及び引例文献にある関連技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければな

らない」と記載されている（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (5)）。 
  なお、無効宣告の理由が具体的に説明されていない場合、当該請求は受理されない（専

利法実施細則第 66 条 1 項）。 
 
  無効宣告請求書及び添付資料について、所定の書式に合致しない場合は、期間を指定

して補正をするよう求められる（専利法実施細則第 66 条第 4 項）。なお指定された期

間内の補正がされなかった場合又は、2 回補正してもなお同じ欠陥がある場合は、無効

宣告請求書は提出されていなかったものとみなされる（専利法実施細則第66条第4項、

専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.4）。 
 
  無効宣告請求書が形式審査において専利法その他の規定に合致すると判断された場合、

専利復審委員会は、請求人と専利権者に無効宣告請求受理通知書を発行するとともに、

無効宣告請求書及び関連書類の副本を専利権者に送付する。また、このとき、専利権者

に答弁書提出の機会が与えられる。答弁書の提出期間は、専利権者が無効宣告請求受理

通知書を受け取った日から 1 か月である（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.7 (3)）。 
 
  ここで、無効宣告請求書の請求の理由及び証拠については、請求人は、専利復審委員

会が請求書を受理してから起算して1か月以内に理由の追加及び証拠の補充をすること

ができる（専利法実施細則第 67 条）。追加する理由や証拠について具体的に説明されて

いない場合や、当該期限を過ぎて理由の追加や証拠の補充がされた場合、専利復審委員

会は基本的にはこれを考慮しないとすることができる（専利法実施細則第 67 条、専利
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審査指南第 4 部分第 3 章 4.2 (1)、同章 4.3.1(1)）。理由の追加や証拠の補充がなされた

場合、専利権利者にはさらに 1 か月の答弁書提出期間が与えられる。 
  なお、専利無効宣告請求の審理手続において、専利復審委員会が指定した期間は延長

することができない（専利法実施細則第 71 条）。 
 
（５）審決の効果について 
 
  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みなされる。なお、この無

効宣告は、当該無効宣告の前に人民法院が決定し、かつ既に執行された専利権侵害の判

決、調停書、既に履行又は強制執行された侵害紛争の処理決定及び既に履行された実施

権の許諾契約又は専利権の譲渡契約に対しては、遡及しない（専利法第 47 条第 2 項）。 
  
  また、専利復審委員会が無効宣告の決定をしたのち、同様の理由と証拠によって専利

無効宣告請求をすることはできない（一事不再理、専利法実施細則第 66 条第 2 項）が、

提出された理由や証拠のうち時限などの理由により決定で考慮されなかったものは除か

れる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (3)）。 
 
  また、2016 年 4 月 1 日に施行された《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争

案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》の第 2 条では、『権利者

が専利権侵害訴訟において主張する請求項につき、専利復審委員会により無効の決定が

下された場合、専利権侵害紛争事件を審理する人民法院は、当該無効となった請求項に

基づく権利者の訴えを却下する裁定を下すことができる。』と規定している。 
 
 
１．２．３ 専利無効宣告手続における専利書類の補正（訂正）について 
 
（１）請求の主体と時期 
 
  専利権者は、発明専利又は実用新型の専利無効宣告請求の審理過程において、権利要

求書の補正をすることができる（専利法実施細則第 69 条第 1 項）。 
  権利要求書の補正は、請求項又は請求項に含まれる技術方案の削除については、専利

復審委員会が決定を下すまですることができる。請求項の併合の形式で補正をする場合

は、専利復審委員会が決定を行うまでであって以下の状況の答弁書提出期間に限り、権

利要求書の補正をすることができる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.3）。 
 
  ① 無効宣告請求書に対する答弁書提出期間 
  ② 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する答弁書提出期間 
  ③ 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対

する答弁書提出期間 
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（２）補正の原則 
 
 補正の原則は、以下のとおりである（専利審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.1）。 
 
  ① 原請求項の主題の名称を変更してはならない。 
  ② 専利権付与時の請求項と比べて、元の専利権の保護範囲を拡大してはならない。 
  ③ 元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。 
  ④ 権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。 
 
（３）補正の対象 
 
  専利権者は、専利書類のうち、権利要求書についてのみ補正をすることができ、説明

書及び図面 29については補正をすることができない（専利法実施細則第 69 条第 1 項、

同条第 2 項）。 
 
（４）補正の目的 
 
  権利要求書に対する補正は、原則として、請求項の削除又は併合、技術方案の削除に

限られる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.2）。 
  請求項の削除とは、権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことをいい、請

求項の併合とは、例えば、独立請求項に従属する 2 つ又は複数の従属項であるが、当該

従属項が互いに従属的な関係を持たない選択的な関係を有する場合、このような関係の

従属項を併合することを言う。この場合、対象となる従属項の技術的特徴が組合せされ

るため、新規の請求項となる。この新規の請求項は、併合された従属項のすべての技術

的特徴を含んでいなければならず、独立請求項が補正されている場合に可能となる。 
  技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している 2 種以上の技術方案から 1
種又は1種以上の技術方案を削除することをいう（専利審査指南第4部分第3章4.6.2）。 

  なお、補正対象の請求項に、他の請求項に記載されている一又は複数の技術的特徴を

加えて保護範囲を縮小すること、及び請求項における明らかな誤りに対して補正するこ

とを認める旨の中国審査指南改正案（意見募集稿）が 2016 年 10 月 27 日に発表されて

いる 30。 
 
  

                                            
29 「権利要求書」及び「説明書」は、それぞれ日本でいう「特許請求の範囲」、「明細書」にあたる。 
30 河野英仁「中国審査指南改正案（意見募集稿）の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～」、河野特許事務所、

河野特許事務所ウェブサイト内、URL：http://knpt.com/contents/china_news/2016.10.31.pdf （最終アクセス日：2016
年 11月 17日） 
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１．２．４ 口頭審理について 
 
（１）概要 
 
  専利無効宣告手続では、当事者の請求により又は事実上の内容に応じて専利復審委員

会が決定により行うことができる行政上のヒアリング手続である（専利法実施細則第 70
条、専利審査指南第 4 部第 4 章 1）。この口頭審理は、「事実の究明、そして当事者に

審理廷における意見陳述の機会を供与することが目的である」（専利法実施細則第 70
条、専利審査指南第 4 部第 4 章 1）とされている。 

 
（２）口頭審理の流れ 
 
  無効宣告手続において、口頭審理は、合議体が案件の状況上の必要に応じて口頭審理

の実施を決定するか、又は当事者が所定の理由に基づく口頭審理実施請求を提出し、合

議体が実施を決定した場合に実施される。当事者による請求の場合、理由を説明しなけ

ればならないが、その理由は以下のような理由が専利審査指南に挙げられている（専利

審査指南第 4 部第 4 章 2.）。 
  ① 片方の当事者が、相手方との対面による反対尋問や弁論を要求している。 
  ② 合議体と対面で事実を説明する必要がある。 
  ③ 実物によるデモンストレーションを行う必要がある。 
  ④ 証言を行った証人に出廷証言させる必要がある。 
 
  口頭審理を実施する場合、合議体は当事者に口頭審理通知書を発行し、口頭審理の日

時と場所を通知する。当事者は口頭審理通知書を受け取った日から 7 日以内に受領書を

専利復審委員会に提出しなければならない。期限内に受領書の提出が無い場合、口頭審

理に参加しないものとみなされる。なお、受領書の提出が無く、口頭審理に出席しなか

った場合は、専利無効宣告請求は取り下げられたものとみなされる。なお、口頭審理に

参加できる当事者又は代理人の数は、4 名までとされている（専利審査指南第 4 部第 4
章 3.）。また、口頭審理の傍聴は可能であるが、傍聴者には発言する権利はない（専利

審査指南第 4 部第 4 章 12.）。 
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図 7 口頭審理の流れ 31 

 
  
 口頭審理は 4 段階の手順を踏んで行われる。 
 
 ア 口頭審理の第一段階（専利審査指南第 4 部第 4 章 5.1） 
  第一段階では、合議体委員や口頭審理の参加者の紹介が行われ、当事者双方が出廷し

ている場合、相手方の参加者の適格について異議がないかを当事者双方に確認する。当

事者双方が出席する場合、さらに和解の意思の確認が行われる。和解の条件の相違が大

きく、短時間では協議が困難な場合、又は当事者のいずれかが和解の意思を有しない場

合、口頭審理が継続して行われる。 
 
 イ 口頭審理の第二段階（専利審査指南第 4 部第 4 章 5.2） 
  第二段階では、必要に応じて案件の状況が簡単に説明された後、口頭審理の調査の実

施が開始される。まず、請求人が請求の範囲とその理由及び関連する事実と証拠を簡潔

に陳述したのち、専利権者が答弁を行い、当該案件の請求の範囲、理由及び各当事者が

提出した証拠を照合し、口頭審理での審理範囲を確定する。なお、このとき、当事者は、

理由の追加又は証拠の補足をすることができる。合議体は、理由の追加又は証拠の補足

                                            
31 専利審査指南第 4部第4章 5.「口頭審理の進行」を参考にして作成した。 

口頭審理の 

実施の決定 

和解意思の確認 

弁論 

休廷合議 

受領書 
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口頭審理の調査 
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口頭審理通知書 

(7日以内) 
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口
頭
審
理 
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があった場合、これらの理由や証拠を考慮するか否かについて判断する。考慮する場合

は、相手方当事者にその場での答弁又は書面による答弁を選択する機会が与えられる。 
 
 ウ 口頭審理の第三段階（専利審査指南第 4 部第 4 章 5.3） 
  第三段階では、口頭審理の弁論が行われる。当事者は、証拠で示す事実や適用する法

令等についての意見を陳述し、弁論を行う。当事者双方の弁論が終了すると、弁論の終

結が宣言され、当事者双方は最後の意見陳述を行う。このとき、請求人は無効宣告請求

の取下げ、理由の一部及び対応する証拠の放棄、若しくは請求の範囲の縮小をすること

ができる。また、専利権者は、専利の保護の範囲の縮小又は請求項の一部の放棄の宣言

をすることができる。 
 
 エ 口頭審理の第四段階（専利審査指南第 4 部第 4 章 5.4） 
  第四段階では、合議体は案件の状況に応じて一時休廷し、合議体で合議をすることが

できる。その後、口頭審理を再開し、合議体グループ長により口頭審理の結論が宣言さ

れ、口頭審理が終了する。 
 
 
１．２．５ 中国における証拠の提出について 
 
（１）証拠の提出における要求事項 
 
  中国の専利無効宣告請求において、当事者は自己の主張の根拠となる事実について証

拠を提出して証明する必要がある（専利審査指南第 4 部第 8 章 2.132）。このとき、外国

語による証拠である場合は、中国語の翻訳文を提出しなければならず、翻訳文を提出し

なかった場合は、その証拠は提出されなかったものとみなされる（専利審査指南第 4 部

第 8 章 2.2.133）。 
 
  加えて、その証拠が中国以外の国又は地域で形成された「域外証拠」である場合は、

その証拠が形成された国の公証機関によって認証され、かつ当該国の中国大使館又は領

事館による認証を受ける必要がある（専利審査指南第 4 部第 8 章 2.2.234）。 
  ただし、域外証拠の提出の際には、幾つかの例外があり、以下のような場合は、証拠

に関連する証明手続をする必要はない（専利審査指南第 4 部第 8 章 2.2.2）。 

                                            
32 「当事者は、自分から提出した無効宣告請求の根拠となる事実、又は相手方による無効宣告請求への反駁の根拠となる

事実について、証拠を提供して証明する責任がある。」（専利審査指南第 4部第8章 2.1） 
33 「当事者が外国語の証拠を提出する場合、中国語訳文を提出しなければならない。挙証期間以内の中国語訳文を提出し

ていない場合、当該外国語の証拠は提出していないものとみなす。当事者は書面方式で中国語訳文を提出しなければなら

ない。書面方式で中国語訳文を提出していない場合、当該中国語訳文は提出していないものとみなす。」（専利審査指南第

4部第 8章 2.2.1） 
34 「域外証拠とは、中華人民共和国の領域以外で形成された証拠を指す。当該証拠は所在国の公証期間によって証明さ

れ、そして同国の中華人民共和国駐在大使館・領事館によって認証されたか、若しくは中華人民共和国と同所在国で魚締

結した関連条約に規定された証明手続を履行したものでなければならない。」（専利審査指南第4部第 8章 2.2.2） 
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  ① 中国国内（香港・マカオ・台湾を除く）の公式ルートで入手できる場合。例えば、

専利局から取得できる外国の特許公報や、公共図書館から取得できる外国の文献資

料。 
  ② 当該証拠の真実性を証明するに足るその他の証拠がある場合。 
  ③ 相手方当事者が当該証拠の真実性を認めた場合。 
 
（２）特許無効審判における公証書類の取扱い 
 
  公証書類が証拠として提出された場合、その証拠により証明されている事実は、反証

がある場合を除き、事実認定の証拠とされる（専利審査指南第 4 部第 8 章 4.3.4）。ただ

し、公証人の署名や印章がないなど、形式上重大な欠陥がある公証書類は事実認定の根

拠とはならない（専利審査指南第 4 部第 8 章 4.3.435）。このため、公証手続が行われて

いない証拠については、特許無効審判において証拠として採用されない可能性が高い。 
 
（３）公証及び認証の手続について 
 
  例えば、日本で形成された証拠を中国の特許無効審判で提出しようとする場合、日本

の公証役場で認証（公証）を行い、さらに、中国大使館の領事認証を受ける必要がある。

文書の種類と言語により領事認証に至るまでに必要な主な手続は、表 5 に示したとおり

である 36。表内の矢印が示す順番に、同じ列の「◯」がついたすべての手続が必要とな

る。例えば、日本語のカタログを証拠として提出する場合、必要に応じて中国語の翻訳

文を作成し、その翻訳文とともに、公証役場で公証人による認証が必要となる。加えて、

公証人による認証、法務局での押印証明、外務省による公印確認及び中国大使館による

領事認証に加え、中国国内での公証が求められることもある。 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 「片方の当事者が公証書類を証拠として提出する際に、有効な公証書類により証明されている事実は、事実認定の根

拠としなければならないが、公証による証明内容を覆すに足る反証を有する場合を除く。 
 形式上で重大な欠陥のある公証書類は、例えば公証員の署名・印章がない場合、当該公証書類を事実認定の根拠にして

はならない。 
 公証書類での結論には明らかに根拠がないか、若しくは公証書類の内容において相互に矛盾する箇所がある場合には、

対応した部分の内容は事実認定の根拠にしてはならない。例えば、公証書類では証人の陳述のみを根拠にして、証人の陳

述内容が真実性を有するとの結論を導いた場合には、当該公証書類での結論は案件の事実認定の根拠にしてはならない」

（専利審査指南第 4部第8章 4.3.4 公証書類）。 
36 公証人による各種認証手続の詳細は、各地の公証役場ウェブサイト、日本公証人連合会ウェブサイト内の「公証事務

Q&A」等を参照されたい。参考：日本公証人連合会ウェブサイトURL: http://www.koshonin.gr.jp/index2.html （最終

アクセス日：2016年 11月 10日） 
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表 5 必要な手続 

手続 

日本国内で入手 中国国内 37で入手 
私文書 公文書 

中国語以外

の文献（翻訳

文含む） 

中国語 
文献 

中国語以外の文献

or 翻訳文（公文書の

翻訳文も含む） 
中国語

文献 － 

日本の公証人によ

る認証（公証役場） ◯ ◯ － － － 

法務局長による押

印証明（法務局） ◯ ◯ ◯ － － 

外務省による公印

確認（外務省） ◯ ◯ ◯ － － 

領事認証 
（中国大使館 38） ◯ ◯ ◯ － － 

中国国内の公証 
 

 
   

 
（４）証拠による必要な手続の例 
 
 ア 日本の特許公報 
  例えば、日本の特許公報を証拠として提出する場合、特許公報自体は中国国内で入手

可能であるので、日本国内の公証・認証手続は不要となる。ただし、当該公報の記載内

容を証拠とする場合には翻訳文が必要となる。なお、翻訳文は、中国国内の指定された

翻訳会社による翻訳であることや、さらに翻訳について中国国内の公証機関による公証

を求められる場合も少なくない。これは、中国国内で入手可能なその他の文献について

も同様である。 
 
 イ 日本語の私文書（実験データ、販売カタログ等） 
  実験データ等を証拠として提出する場合、日本国内でこれらのデータを入手又は作成

した場合は、日本国内の公証役場で事実実験公正証書を作成する。この事実実験公正証

書は、公証人が実際に直接見聞し、体験した事実（公証人の五感の作用で認識した事実）

を基に作成する公正証書である。「実験」とあるが、一般的な意味の実験という意味で

はなく、公証人の五感によるという意味である。事実実験公正証書は日本語で作成され

るため、中国語の翻訳文とともに各種手続が必要となる。 

                                            
37 香港・マカオ、台湾を除く（専利審査指南第 4部第8章 2.2.2） 
38 2016年 10月 27日以降、認証業務は中国大使館での受付を終了し、中国査証申請サービスセンターに委託された。

URL: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t1402726.htm （最終アクセス日：2016年11月 3日） 
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  販売実績や先使用の事実等を証明する事実の場合、例えば、販売の事実を記録した写

真や伝票、パンフレット等を証拠として提出する場合、これらに関する文書（例えば、

パンフレットや雑誌の発行元の証明など）を作成し、公証役場で翻訳文とともに、私署

証書の認証を受け、その他各種手続が必要となる 39。 
 
 
１．２．６ 専利無効宣告請求から裁判までの流れ 
 
  専利復審委員会による判断の結果に不服がある者は、専利復審委員会からの決定の通

知を受領した日から 3 か月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。このとき、

被告は復審委員会となり、専利無効宣告請求の他方当事者は、第三者として訴訟に参加

することができる（専利法第 46 条第 2 項）。 
 
  原則として、訴訟では、特許無効審判の手続において主張された事実と証拠のみが審

理の対象となるが、以下のような証拠は、訴訟においても提出可能である。 
 
  ① 審決後に発見された証拠 
  ② 当業者の技術常識を説明するための証拠 
  ③ 出願日前の当業者の能力を証明するための証拠 
 
  上記の新しい証拠を提出できる期限は、裁判において指定された日前までとなる。 
 
  

                                            
39 これらの具体例については、弁理士会特許委員会第4部会「知的財産分野における公証制度の利用について」、パテン

ト 2003 Vol.56 No.9、第15頁～第 24頁、弁理士会平成13年度特許委員会「弁理士による公証制度の利用」パテント

2003 Vol.56 No.6、第 17頁～第39頁に詳しい。 
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１．４ 日中韓の対比（対比表） 
１．４．１ 日中韓における特許無効審判の一般的な制度の対比 

項目 日本 中国 韓国 
名称 特許無効審判 無効宣告請求 特許無効審判 
管轄 特許庁審判部 専利復審委員会 特許審判院（IPTAB） 
管轄部門の 

ウェブサイト 
http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/index.html http://www.sipo-reexam.gov.cn/index.htm http://www.kipo.go.kr/ipt/index.html 

請求人 利害関係人 
（第 123条第 2項） 

いかなる部門又は個人（専利権者、発明者含

む） 
（専利法第 45条） 

利害関係人又は審査官（第 133条第 1項） 
ただし、特許権の設定登録日から登録公告日後 

3か月以内は誰でも可（第 133条第 1項但書）58 
対象（客体） 特許権 専利権 特許権 
根拠条文 特許法第 123条 専利法第 45条 特許法第 133条 
請求単位 請求項ごと（第 123条第 1項） 請求項ごと（実施細則第 65条） 請求項ごと（第 133条第 1項） 
請求期間 いつでも（特許権消滅後でも可能） 

（第 123条第 3項） 
登録公告日から可能（存続期間の満了又は終

止後も可）（審査指南第 4部分第 3章 3.1） 
特許権が消滅した後にも請求することができる

（第 133条第 2項） 
請求方法 審判請求書を特許庁に提出（131条第 1項） 特許権無効宣告請求書を専利復審委員会に

提出（実施細則第 65条） 
審判請求書を特許審判院長に提出（第140条第1
項） 

電子手続によ

る請求の可否 
不可（書面による提出のみ） 可（オンライン用の書式による） 可（オンライン用の書式による） 

提出が必要な

書面の部数 
（書面のみ） 
正本：1部 
副本：審判官用1部＋相手方の数（副本は、相

手方の数＋1部の提出が必要） 

オンラインで正本 1部を提出又は書面提出 
・PRB 用 2部＋特許権者用1部 
（実施細則第 64条） 

オンラインで正本 1部を提出又は書面提出可 
（ほぼすべての書面をオンラインで提出） 

特許庁からの

電子手続 
 

不可（通知はすべて書面による） 不可（通知はすべて書面による） 可（オンラインのみ） 

証拠の提出 可 可 可 

                                            
58 2017年 3月 1日施行予定の改正法では、第133条第 1項但書が削除され、請求人は「利害関係人又は審査官」のみとなる。 

http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/index.html
http://www.sipo-reexam.gov.cn/index.htm
http://www.kipo.go.kr/ipt/index.html
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項目 日本 中国 韓国 
オンラインに

よる証拠提出 
不可（書面による提出のみ） 可（PDF ファイル等で電子的に提出） 可（PDF ファイル等で電子的に提出） 

請求の理由の

記載事項 
特許を無効にする根拠となる事実を具体的に

特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠と

の関係を示さなければならない。 
（第 131条第 2項） 

提出するすべての証拠に合わせて、無効宣告 

請求の理由を具体的に説明し、また各理由の

根拠となる証拠を指摘しなければならない。 
（専利法実施細則第 65条） 

無効の原因と事実 

審判請求書の

補正（請求の

理由） 

原則要旨変更補正不可、例外的に可能（第

131条の 2第 2項） 
・訂正の請求により補正する必要がある 
・審判請求時に記載しなかったことに合理的理

由かつ被請求人が同意 
（上記いずれも審理を不当に遅延させるおそ

れがないことが明らかであること） 

・無効宣告請求の日から 1 か月以内であれば

請求の理由の追加・証拠の補充が可能 
（専利法実施細則第 67条） 
・特許権者により、請求項の併合を目的とする

補正が行われた場合、請求人は、請求の理由

の追加又は証拠の補充を応答期間内にするこ

とができる。 

原則として、請求の趣旨を変更する補正はするこ

とができない。ただし、請求の理由を修正する補

正は除く（第 140条第 2項）。 

審理の方式 
 

原則口頭審理（第 145条第1項）59 書面審理又は口頭審理（ただし、一部無効とな

る可能性のある場合、口頭審理をしなければ

ならない）（審査指南第 4部分第 3章 4.4.4） 

書面審理又は口頭審理 
（第 154条） 

無効理由 別表参照 別表参照 別表参照 
職権審理の 

可否 
可(第 153条) 可(審査指南第 4 部分第 1 章 2.4、同第 3 章

4.1) 
可(第 159条) 

無効審判中の

訂正の可否 60 
可 
（第 134条の 2） 

可 
（審査指南第 4部分第 3章 4.6.2） 

可 
（第 133条の 2） 

審決の骨子 1. 審決の結論（各請求項についての訂正の可

否、無効とする/しないの判断、費用の負担） 
2. 手続の経緯 
3. 特許発明の特定 
4. 訂正の目的の適否に対する判断 
5. 証拠及び引用発明の特定 

1. 審決に関する書誌情報 
2. 根拠条文 
3. 審決の要点 
4. 事件の概要 
5. 審決理由 
6. 結論 

1. 審決の結論（各請求項についての訂正の可

否、無効とする/しないの判断、費用の負担） 
2. 事件の内容及び事実の陳述 
 2-1. 手続の経緯 
 2-2. 特許発明の特定 
 2-3. 証拠及び引用発明の特定 

                                            
59 口頭審理の詳細に関しては、1.4(3)の表参照。 
60 訂正の詳細については、1.4(4)の表参照 
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項目 日本 中国 韓国 
6. 判断 
7. 結論 

7. 図面（必要に応じて） 3. 両当事者の主張 
4. 審判を請求する利害関係の有無の判断 
5. 訂正の適否に関する判断 
6. 判断 
7. 結論 

無効審決確定

の効果 
初めから存在しなかったものとみなす（後発無

効の場合はその理由に該当することとなったと

きから）（第 125条） 

初めから存在しなかったものと見なされる 
（専利法第 47条） 

初めからなかったものとみなす。（後発無効の場

合はその理由に該当することとなったときから）

（特許法第 133条第 3項） 
不服申立 当事者、参加人又は参加を申請して拒否され

た者に限り東京高等裁判所に出訴可能 
（第 178条第 1項、同条第 2項） 

当事者が人民法院に提訴可能 
（専利法第 46条第 2項） 

当事者、参加人、又は審判若しくは再審への参加

を申請して拒否された者が特許法院に提訴可能 
（第 186条第 1項） 

不服申立期間 審決又は決定の謄本の送達があった日から

30日以内（第 178条第 3項） 
通知を受領した日から 3か月以内 
（専利法第 46条第 2項） 

審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日
以内（186条第 3項） 

審決取消訴訟

での新しい証

拠の提出 

原則として、新しい証拠に基づく無効理由の主

張は許されない（参考：メリヤス編機事件最高

裁判決（最判 S 昭和 42（行ツ）28, （1976 年

（昭和 51年）3月 10日判決）） 

原則として、審判で主張された事実と証拠のみ

が、特許行政訴訟において法廷で審理され

る。訴訟中に提出された新しい証拠は認めら

れず、また考慮されない 

新しい無効の証拠を裁判で自由に提出可能 

審決取消訴訟

で提出可能な

証拠 

審判手続にあらわれていなかった資料に基づ

き、当業者の当該出願当時の技術常識を認定

することは許される（参考：食品包装容器事件

最高裁判決（最判昭和 54 年（行ツ）2, 1980 年

（昭和 55年）1月 24日判決）） 

原則不可、例外として下記の場合提出可 
1） 審決後に発見された証拠 
2） 行政処分において当業者の技術常識を説

明する証拠 
3） 出願日前の当業者の能力を証明するため

の証拠 

あらゆるタイプの新しい無効証拠を提出可能 

審決取消訴訟

での新証拠の

提出可能期間 

裁判で指定された日前まで 裁判で指定された日前まで 裁判長により指定された期間又は弁論の期日前

までであればいつでも可能 

一事不再理

（審決の第三

者対抗要件） 

当事者及び参加人にのみ有（第三者に審決の

効力は及ばない）（第 167条） 
有（無効宣告請求の決定後、同一の理由と証

拠による無効宣告請求は受理されない） 
（専利法実施細則第66条第2項、審査指南第

4部第 3章 2.1） 

有（誰でも同一事実及び同一証拠により再び審判

を請求することができない）（第 163条） 
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１．４．２ 日中韓における特許無効審判の無効理由の対比 

日本（第 123条第 1項各号） 中国（専利法第 45条、 
無効理由は実施細則第 65条第 2項） 韓国（第 133条第 1項各号） 

新規事項の追加違反（第 17条の 2第 3項） 新規事項追加違反（第 33条） 新規事項追加違反（第 47条第 2項前段） 

外国人の権利能力違反（第 25条） － 外国人の権利能力違反（第 25条） 

非発明（第 29条第 1項） 保護適格性違反（第 2条）、非特許事由（第 25条） 非発明（第 29条第 1項） 

産業上利用可能性違反（第 29条第 1項柱書） 発明特許の新規性、創造性及び実用性違反 
（第 22条） 

産業上利用可能性（第 29条第 1項柱書） 

新規性違反（第 29条第 1項） 新規性違反（第 29条第 1項） 

進歩性違反（第 29条第 2項） 進歩性違反（第 29条第 2項） 

－ 外観設計の新規性・進歩性違反（第 23条） － 

拡大先願（第 29条の 2） － 拡大先願（第 29条第 3項、同条第 4項） 

公序良俗違反（第 32条） 公序良俗違反（第 5条） 公序良俗・公衆衛生を害するおそれ（第 32条） 

共同出願要件違反（第 38条） － 共同出願要件違反（第 44条） 

後願特許（第 39条第 1項～同 4項） 後願特許（第 9条） 後願特許（第 36条第 1項～同第 3項） 

条約違反（第 123条第 1項第 3号） － 条約違反（第 133条第 1項第 5号） 

明細書の記載要件違反（第 36条第 4項第 1号） 説明書の記載要件違反（第 26条第 3項） 明細書の記載要件違反（第 42条第 3項第 1号） 
特許請求の範囲の記載要件違反 
（第 36条第 6項第 1号～同 3号） 

権利要求書の記載要件違反 
（第 26条第 4項） 

特許請求の範囲の記載要件違反 
（第 42条第 4項） 

－ 必要的技術特徴に係る独立クレームの記載要件違反

（実施細則第 20条第 2項） － 

－ 図面の記載要件違反（第 27条） － 
原文新規事項（外国語書面に新規事項追加） 
（第 123条第 1項第 5号） － － 

冒認出願（第 123条第 1項第 6号） － 無権利者に特許が付与（第 33条第 1項本文） 

－ － 特許庁職員及び特許審判院職員による特許権取得

（第 33条第 1項但書） 
後発的無効理由（事後的な外国人の権利能力欠如又

は条約違反）（第 123条第 1項第 7号） － 後発的無効理由（事後的な外国人の権利能力欠如

又は条約違反）（第 133条第1項第 4号） 



 

49 

日本（第 123条第 1項各号） 中国（専利法第 45条、 
無効理由は実施細則第 65条第 2項） 韓国（第 133条第 1項各号） 

不適法訂正（第 126条の訂正要件を満たさない訂

正）（第 123条第 1項第 8号） － － 

－ 分割出願時における新規事項追加違反 
（実施細則第 43条第 1項） 

分割出願時における新規事項追加違反 
（第 52条第 1項） 

－ － 変更出願時における新規事項追加違反 
（第 53条第 1項） 

－ 秘密保持審査違反（第 20条第 1項） － 
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１．４．３ 口頭審理に関する制度の対比 
項目 日本 中国 韓国 

当事者による

請求の必要性 
不要 
・原則口頭審理（第 145条第1項）のため 
・請求により書面審理とすることができる（第

145条第 1項） 

要 
・書面にて口頭審理の実施請求を提出（理由の

説明が必要） 
・合議体が自ら口頭審理の実施を決定してもよ

い。（専利審査指南第 4部第4章 2） 

要 
・審判事件申請書を特許審判院長又は審判長に提

出（特許法施行規則第 65条第 1項） 
・審判長は、職権により口頭審理の開催を判断する

ことがある。 
テレビ会議シス

テム 
不可 可能 可能（口頭審理はソウルとテジョンの審判廷を接続

して行われる） 
特許庁の審判

廷以外の場所

での口頭審理 

可能 
（当事者の請求に基づく「巡回審判」） 

可能 
（11の支所又は当事者の所在地） 

ソウルでのみ可能 
･両当事者の請求により 
･審判長が口頭審理の場所を決定することができる 

期日の調整 

方法 
期日調整依頼書を当事者又は代理人に    

ファクシミリ送信（審判便覧 33-01） 
特許復審委員会が当事者に口頭審理の期日と

場所を知らせる口頭審理通知を送付する 
審判長が期日及び場所を決定する 

通知の日から

口頭審理の期

日までの平均

期間 

おおよそ 2か月 通常は 37日ほど おおよそ 1か月 

期日の呼出し ・電話・ファクシミリ等の簡易な方法による。 
 当事者等は期日請書により返信 
・又は、口頭審理期日呼出状を送達（原則として

期日の 2週間前まで）（審判便覧 33-01） 

通知書により指定（専利審査指南第 4部第 4章

4） 
審判長が口頭審理期日指定通知書を当事者及び

参加人に送達（特許法第 154条第 4項） 
 

出席人数の 

制限 
特になし 4人まで（代理人含む） 

（審査指南第 4部第 4章 3） 
特になし 

口頭審理前の

争点整理 
あり 
・審理事由通知書の送付、口頭審理陳述要領書

の提出（必要に応じ） 

合議体は、口頭審理通知書において論点を伝

えるときがある。 
あり 
・当事者は、口頭審理陳述要旨書を提出する（期日

の 1週間まで） 
・争点となる尋問事項があると予想される場合、審

判長が口頭審理の争点尋問書を通知できる（審判

事務取扱規程第 40 条第 2 項）（この手続は幾つか
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項目 日本 中国 韓国 
の事件でなされるが、一般的ではない） 

口頭審理中の

証人又は証拠

調べ 

証拠調べ、証人尋問が可能（審判便覧 33-05） 証拠調べ及び証人尋問が行われる。証人尋問

では、当事者による口頭審理前に、証人に関す

る陳述があるときにも前記証人尋問が行われる 

証拠調べ及び証人尋問が行われる 

口 頭 審 理 の 

公開 
公開して行われる（公序良俗を害するおそれ、

営業秘密が公になるおそれのあるときは除く）

（第 145条第 5項） 

傍聴可能（専利審査指南第4部第 4章 12.） 
秘密保持が必要な場合を除き公開して行われ

る（専利審査指南第 4部第4章 5） 

公開して行われる（公序良俗を害するおそれがあ

る場合を除く）（特許法第 154条第 3項） 

口頭審理にお

ける心証開示 
開示される（事案に応じて） 通常は開示されない 開示されない 

（特許の審判官は口頭審理において心証を示さな

い） 
書面で主張し

た内容の再度

の主張 

不要 
・書面のみで主張した内容を口頭審理で主張し

なくても証拠として採用される（審判便覧 33-00） 

通常は必要である。 
・争点がある場合、口頭による陳述が正式なも

のと見なされる。当事者が、自らの主張は書面

で示したものと全く同じであると明確に述べた場

合、当該当事者は繰り返して主張する必要はな

い。 

不要 
・書面で提出された主張もすべて有効な陳述として

認められる。 

口頭審理中の

取下げの請求

の可否 

可能 
（第 155条） 

可能 
（専利審査指南第 4部第 4章 5.3） 

可能 
（すべてのクレームを放棄する場合は書面ですべ

きであり、一部のクレームを放棄する場合は、口頭

でもよい。） 
調書の作成 あり（第 147条） 

・審判書記官が作成（第 147条第 2項） 
あり 
・合議体による記録 
・重要な審理事項の記録が完了した後又は口頭

審理の終了後に当事者に閲覧（専利審査指南

第 4部第 4章 11） 

あり 
・審判事務官が作成（特許法第 154条第 5項） 
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１．４．４ 特許無効審判中の訂正の対比 
項目 日本 中国 韓国 

無効審判中の訂正

の可否 
可能（第 134条の 2） 可能（審査指南第 4部第 3章 4.6.2） 可能（第 133条の 2） 

訂正の機会 ①審判請求時の答弁書提出期間、②審判請求

書の補正があった場合の答弁書提出期間、③

審決取消訴訟において権利維持の判決確定の

日から 1週間以内に申立があったとき、④職

権審理により申し立てない理由に関する意見

書提出期間、⑤審決の予告時の指定期間（第

134条の 2第 1項） 

①無効宣告請求書に対する答弁期間、②請

求人が追加した無効宣告事由又は補充した

証拠に対する答弁期間、③請求人が言及し

ていない無効宣告事由又は証拠に対する答

弁期間（専利審査指南第 4部分第 3章

4.6.3） 

①答弁書提出期間（第 147条第 1項）、②職

権審理により申し立てない理由に関する意見

書提出期間（第 159条第 1項）、③答弁書提

出期間経過後、審判官が必要と認めるとき

（第 133条の 2第 1項後段） 

訂正の手続 訂正の請求（第 134条の 2） 応答期間内の専利書類の補正 

（審査指南第 4部分第 3章4.6.3） 
訂正請求（第 133条の 2） 

訂正の対象 特許請求の範囲、明細書、図面 特許請求の範囲のみ 明細書（特許請求の範囲を含む）、図面 
訂正方法（目的） ･特許請求の範囲の減縮 

･誤記又は誤訳の訂正 
･明瞭でない記載の釈明 
･請求項間の引用関係解消 
（134条の 2第 1項但書第1号～第 4号） 

･請求項の削除 
･請求項の併合 
･技術方案の削除 
（審査指南第 4部分第 3章4.6.2） 

･特許請求の範囲の減縮 
･明かな誤記の訂正 
･明瞭でない記載の釈明 
（第 133条の 2第 4項で準用する第 136条

第 2項） 
訂正の要件 下記の場合は訂正が認められない。 

･原文新規事項追加（第 134条の 2第 9項で

準用する第 126条第 5項） 
･実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更

するもの（第 134条の 2第 9 項で準用する第

126条第 6項） 

(1) 請求項の主題の名称を変更することは

できない。 
(2) 登録時の特許と比較して保護の範囲を

拡張するものはできない(専利法実施細則

第 69条第 1項)。 
(3) 最初に記載された明細書及び請求項で

開示された範囲を超える補正はしてはな

らない(専利法第 33条)。 
(4) 登録時の請求項に含まれない技術特徴

を追加する補正は基本的に許されない。 

訂正の要件は以下のとおり 
･訂正は、新規事項を追加しようとするもの

であってはならない（第 133条の 2第 4項で

準用する第 136条第 2項 61）。 
･訂正は、請求の範囲を実質的に拡張し、又

は変更するものであってはならない（第 133
条の 2第 4項で準用する第136条第 3
項 62） 

                                            
61 2017年 3月に施行される新特許法では、第136条第 3項となる。 
62 2017年 3月に施行される新特許法では、第136条第 4項となる。 
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項目 日本 中国 韓国 
訂正の単位 
（請求項） 

･請求項ごとに可能（無効審判が請求項ごと

に請求された場合は、請求項ごとにしなけれ

ばならない（134条の 2第2項）） 

請求項ごとに可能 明細書及び図面は全体として訂正しなければ

ならない。 

訂正に係る 
職権審理 

あり（第 134条の 2第 5項） あり（専利審査指南第 4部分第 3章 4.6.3） あり（第 159条第 1項） 

訂正請求における

訂正後の請求項に

係る独立特許要件 

要求される。ただし、無効審判が請求されて

いる請求項を除く（第 134条の 2第 9項で読

み替えて準用する第 126条第 7項） 

特に規定なし 要求される。ただし、無効審判が請求されて

いる請求項を除く（第 133条の 2第 5項）。 
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