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はじめに
中国では、知的財産に対する司法保護がますます
強化されているとともに、より多くの権利者が司法
ルートを通じて、自身の利益を守るようになった。
知的財産権侵害が発生した際に、権利者は行政救済
ならびに司法救済を訴えることができるが、司法救
済手段を活用する日本企業は比較的少ない。本マニ
ュアルは、中国における知的財産権関連訴訟の手続
きや留意事項等について日本の権利者に広く情報

提供し、日本企業による知的財産権保護対策を検討
する際の参考としていただくことを目的とする。
本マニュアルには、主に以下の内容が含まれてい
る。
Ⅰ 中国司法制度の概要
Ⅱ 訴訟準備の実務
Ⅲ 訴訟中の実務
Ⅳ 訴えられた場合の対処法
Ⅴ 訴訟後の実務

Ⅰ 中国司法制度の概要

1.中国法律制度の体系
中国は、成文法の国家に該当し、法の正式な淵源
は、主に各立法機関が制定する憲法、法律、行政法
規、地方性法規等を通じて表現されている。司法実
務において、例えば、司法解釈と判例等の非正式な
淵源も同様に広範に運用されている。
前述の法の正式な淵源の法律位階は、憲法>法律>
行政法規>地方性法規という順序に基づいて徐々に
低減されている。更に、法の正式な淵源には該当し
ないものの、人民法院が直接司法解釈を引用するこ
とにより、その判決を言い渡すことができるので、
司法解釈とそれにより解釈される法律の位階は同
一であるものと理解することができる。
中国において、判例は、法の正式な淵源とするこ
とができない。しかし、事件の審理尺度を統一し、
司法実務の中に存在する「同一事件に対する相異の
判決」の問題を解決するために、最高裁、最高検は、
不定期に典型的な意義がある一部の事例を発布す
ることにより、法律の適用および事件の審理基準を
明確化し、各人民法院が関連事件を審理するときの
参考資料を提供している。
引き続き前述の法の淵源について簡単に紹介す
る。

係、例えば、刑法、民法、訴訟法等を調整している。
一般法律は、調整ある種類の具体的な社会関係又は
その中のある方面の内容を調整している。その内容
は、割と具体的なもの、例えば、「商標法」、「文
物保護法」等である。
（2）行政法規
行政法規とは、国務院が憲法と法律に基づいて制
定した、行政権の行使に係る規定として、行政職責
の履行に係る規範性書類の総称であり、通常、条例、
方法、実施細則、規定等の形式で表されている。そ
の効力は、法律より弱く、地方性法規より強い。
（3）地方性法規
地方性法規とは、地方人民代表大会及その常務委
員会が地方性事務および本地区の実際状況に基づ
いて制定した規範性の書類である。地方性法規は管
轄区内だけで有効である。
（4）司法解釈
司法解釈とは、通常、最高裁と最高検が裁判と検
察業務の中で具体的な法律の応用に基づいて行な
った普遍性の司法効力に対する解釈であり、人民法
院が判決を言い渡すときに直接引用できるもので
ある。理論上では事件の審理時の法律に対する裁判
官の理解を言うこともある。
仮に法律が完備されていたとしても手落ちが生
じることは避けなければならない。かかる状況に臨

（1）法律
法律とは、全国人民代表大会と全国人民代表大会
常務委員会が制定・頒布した規範性書類として、基
本法律と一般法律の両種類に分けられている。基本
法律は、国家と社会生活の中で普遍性のある社会関
1

み、最高裁は、司法解釈業務を強化し、かつ、豊か
な内容で広い範囲に及んでいる司法解釈システム
を形成させている。大量の司法解釈は、裁判官によ
る事件の審理により具体的でかつ明確な規則依拠
を提供している。

の適用および事件の審理基準を明確にするために、
最高裁と最高検は、不定期に典型的な意義がある事
例を発布し、典型的な事例に対する評価は、各クラ
ス人民法院の裁判官が審理類似事件を審理すると
きの参照基準を提供し、裁判官の自由裁量権に対す
る規範化を積極的に促進している。特に知的財産権
実務において、典型的な事例は、担当裁判官の心証
の形成に対して相当重要な指導性の意義がある。

（5）典型的判例
中国は、英国、米国等の判例法の国家と異なり、
人民法院では直接先行判例を引用して判決を確定
することができない。しかし、上述のとおり、法律
2.人民法院の体系

裁判の過程において、いかに具体的に法律を応用
するかの問題について司法解釈を行う権利。
⑤死刑許可権
死刑は、最高裁が法により判決する場合を除き、
いずれも最高裁の許可を得なければならない。

（1）人民法院の組織体系
人民法院の組織体系は四級両審制であり、四級は
高級から末端になるが、その順序は最高人民法院、
高級人民法院、中級人民法院、末端人民法院である。
両審終審とは、最高人民法院の行う第一審判決又は
裁定が終審判決と裁定に該当することを除き、その
他の事件は二級人民法院が審理する時点で終審に
該当し、終審判決は直ちにその効力を生じる。

2）高級人民法院
高級人民法院の職権には主に次の内容を含む。
①一審管轄権
法律に規定する高級人民法院が管轄すべき第一
審事件（主に全省、自治区又は直轄市で重大な影響
をもたらす事件）、下級人民法院から移送された第
一審事件を裁判する権利。
②上訴管轄権。
管轄区内の下級人民法院が判決と裁定を行った
上訴事件と控訴事件、海事人民法院が判決と裁定を
行った上訴事件に対する裁判管轄権。
③裁判監督権
轄区内の下級人民法院の裁判業務を監督し、省級
検察院が裁判監督手続に基づいて提出した控訴事
件を裁判し、裁判監督手続に基づいて尋問を行い、
又は下級人民法院に対して下級人民法院が確かに
誤っている確定判決・裁定等に対する再審を命じる
監督権。

（2）各クラス人民法院の職権
1）最高人民法院
最高人民法院は、中国の最高裁判機関である。そ
の主な職権には次の内容を含む。
①一審管轄権
法律に規定された最高裁が管轄すべき事件、又は
最高裁が自ら審理すべきであると認めた第一審事
件（主に全国的に重大な影響をもたらす事件、最高
裁が自ら審理すべきであると認めた事件）に対する
管轄権。
②上訴管轄権
高級人民法院、専門人民法院が判決・裁定を行っ
た上訴事件、および検察院による控訴事件に対する
裁判管轄権。
③裁判監督権
地方の各クラス人民法院と専門人民法院の裁判
業務を監督し、最高検察院が裁判監督手続に基づい
て提出した控訴事件を裁判し、裁判監督手続に基づ
いて尋問を行い、又は下級人民法院に対して地方の
各クラス人民法院と専門人民法院の確定判決・裁決
が確かに誤っている確定判決・裁定に対する再審を
命じる監督権。
④司法解釈権

3）中級人民法院
中級人民法院の職権には主に次の内容を含む。
①一審管轄権
法律に規定する中級人民法院が管轄すべき第一
審事件、すなわち、国の安全に危害をもたらす事件、
恐怖活動事件、無期懲役と死刑に科する判決の可能
がある事件を含む刑事事件、重大な渉外事件をはじ
め、当該管轄区内で大きな影響をもたらす事件と最
高裁が中級人民法院に対して管轄することを確定
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した事件を含む民事事件、中級人民法院が管轄する
一審行政事件は特許権・実用新案権・意匠権を確認
する事件、税関が処理する事件をはじめ、国務院の
各部又は省・自治区・直轄市政府による具体的な行
政行為に対して訴訟を提出する事件、当該管轄区内
の重大で複雑な事件、末端人民法院から移送された
第一審事件を裁判する権利。
②上訴管轄権
管轄区内の末端人民法院が判決と裁定を行った
上訴事件と控訴事件に対する裁判管轄権。
③審判監督権
管轄区内の末端人民法院の裁判業務を監督し、省
級検察院拠点、省管轄市および自治州検察院が裁判
監督手続に基づいて提出した控訴事件を裁判し、裁
判監督手続に基づいて尋問を行い、又は末端人民法
院に対して末端人民法院が確かに誤っている確定
判決・裁定等に対する再審を命じる監督権。

件、控訴事件 18 件である。同期審決された事件は
計 6,414 件である。北京知識産権法院は、現在 44
人の裁判官（長官 1 人、副長官 2 人、裁判長 5 人を
含む）から組織され、裁判官の平均年齢は 37.5 歳
で、知的財産権裁判業務の平均従事年数は 7 年であ
る。
2015 年 10 月 22 日、北京知識産権法院は正式に技
術調査室を設立し、任命された現任技術調査官（派
遣者 5 人、兼職 34 人）は企業・団体、大学、科学
研究機構、国家特許機関、弁理士協会等を含む数種
類のルートを通じて来ているが、その研究分野は光
電、通信、医薬、生物化学、材料、機械、コンピュ
ーター等を含む多くの裁判実務上、常に係っている
専門技術分野をカバーしている。技術調査室が設立
して以来、計 25 人の技術調査官（そのうち交流者 8
人、兼職 17 人）が計 250 件の事件に対する技術事
実調査作業に参与しているが、出頭 128 件（そのう
ち保全、実地調査参与 14 件）、技術諮問 122 件で
ある。技術調査官は、技術審査意見計 110 部を発行
している。

4）末端人民法院
末端人民法院の職権には主に次の内容を含む。
①一審管轄権
法律に規定する上級人民法院が管轄する事件を
除く轄区内のすべての一審事件に対する裁判管轄
権。
②法廷外処理権
開廷裁判を必要としない事件に対する処理権。
③調停指導権
人民調停委員会の業務に対する指導権。

2）上海知識産権法院
上海知識産権法院は、2014 年 12 月 28 日に正式に
設立して以来 2016 年 4 月までに、各種類の知的財
産権事件計 2,280 件を受理し、各種類の知的財産権
事件 1,504 件を終結した。上海知識産権法院には現
在 27 名の職員が在職しており、長官、副長官が各 1
人で、2 つの裁判廷には各 1 人の廷長の役職が設け
られている。設立時にはすでに全市から知財裁判官
10 名、判事補佐官 5 名、司法補助人員 6 名が選任さ
れていた。裁判官の平均年齢は 43.6 歳で、知的財
産権裁判業務の平均従事年数は 8.4 年である。
上海知識産権法院は、2016 年 3 月付で初めて 11
人の技術調査官を招聘したが、
そのうち、
兼職 9 人、
常駐術調査官 2 人である。調査官は、指名派遣され
た後、技術事実に係る調査範囲、プロセス、方法に
ついての提案等を含む 6 種の業務職責を履行する。
事件の評議に列席・参与するとき、事件に係る技術
問題について技術的意見を提出し、技術問題に対す
る裁判官の質問を受けるものの、事件の裁判結果に
対してはその表決権を有しない。

（3）知識産権法院の概要
中国では 2014 年 11 月から北京、上海、広州で相
次いで知識産権法院を設立した。統計によれば、
2016 年 3 月 31 日までに 3 ヶ所の知識産権法院で知
財関連事件計 19,502 件1を受理した。これから北京、
上海、広州の 3 ヶ所の知識産権法院に係る具体的な
状況について簡単に整理・分析する。
1）北京知識産権法院
北京知識産権法院は、2014 年 11 月 6 日、中国初
の知的財産権裁判専門機構として正式に設立され
ている。2016 年 4 月 20 日までに北京知識産権法院
は、各種類の知的財産権事件計 12,286 件を受理し
たが、そのうち、一審事件 10,192 件、二審事件 2,076

3）広州知識産権法院
広州市知識産権法院は、2014 年 12 月 16 日に正式
に設立した。2014 年 12 月 21 日から 2016 年 4 月 13
日までに、広州市知識産権法院は、各種類の知的財

1http://news.xinhuanet.com/politics/2016-04/27/c_12893457

1.htm
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産権事件計 5,781 件を受理し、計 3,729 件を審理終
結したが、その終結率は 64.5%に達する。広州知識
産権法院が査定した法政特別編制は 100 名で、その
うち裁判官が 30 名
（院長 1 人、
副院長 2 名を含む）
、
裁判補助人員が 55 名、
司法行政人員が 15 名である。
広州知識産権法院は、積極的に技術調査官、専門
家諮問委員会制度の実施を探索している。技術類の
知的財産権事件に係る審理ニーズを満たさせるた
めに、2015 年 4 月 22 日、全国の 3 ヶ所にある知識
産権法院の中で、広州知識産権法院の技術調査官は、
初めて開廷審理に参加し、裁判官が技術関連事実を
明らかに調査することに協力していた。同人民法院
では技術専門家諮問委員会を設立し、初めて技術諮
問専門家 29 人を招聘した。

財産権「三合一」裁判のパイロット作業を展開して
いる。2016 年 7 月 7 日、最高人民法院副長官陶凱元
は、知的財産権「三合一」裁判業務は全国人民法院
で全面的に展開し、高・中・末端人民法院では同時
2016 年 7 月 12 日、
に起動すべきであると表明した2。
最高裁は、「全国人民法院で知的財産権民事、行政
と刑事事件の「三合一」裁判作業を展開することに
関する意見」3を発布し、積極的に「三審合一」作業
を推進した。
上記のとおり、最高裁は、継続的に知的財産権民
事、行政と刑事事件の「三合一」裁判を推進し、知
的財産権司法保護の全体の効能を高めている。

（4）「三審合一」の動向
1）「三審合一」の優勢
「三審合一」とは、知的財産権民事、刑事、行政
事件を統一して集中的に審理するという審判体制
である。知的財産権裁判の「三合一」とは、人民法
院の知的財産権裁判廷が統一的に知的財産権民事、
刑事と行政事件を審理することをいう。
「三審合一」
に相対して、人民法院が長期間に実行していた「三
審分立」の裁判機制である。かつて同一事件につい
て、刑事部分の判決がすでに言い渡されたが、その
民事部分が権利侵害に該当しない現象が実際に発
生していた。知的財産権に係る民事、刑事と行政訴
訟事件について、同一法院内の民事法廷、刑事法廷
と行政法廷がそれぞれ審理しているので、裁判官の
審理立場が異なるにつれて、相異する裁判結果が生
じかねない。実務によれば、知的財産権民事、刑事
と行政事件の分立裁判は、現在の知的財産権に係る
高効率・立体的保護のニーズに適応できず、知的財
産権裁判レベルと日増しに増長する保護ニーズ需
求との間では互いに適応していないことが証明さ
れている。
上記に相対して、「三審合一」という奇抜な裁判
体制は、司法尺度を統一し、裁判の資源を節約し、
当事者の訴訟コストを低減し、裁判効率を向上し、
行政機関レベルの向上を促進すると同時に、有効に
知的財産権刑事犯罪に打撃を与えることができる。
2）「三審合一」の推進現状
現在、計 6 ヶ所の高級人民法院、95 ヶ所の中級人
民法院と 104 ヶ所の末端人民法院では前後して知的

2http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/08/content_5089293.ht

m
3http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=4273
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3.中国知的財産権訴訟の概要および動向
知的財産権訴訟には、知的財産権民事訴訟、知的財産権行政訴訟と知的財産権刑事訴訟を含む。これによ
れば、知的財産権訴訟は単独の訴訟類型に該当するのではなく、その本質は依然として民事訴訟、行政訴訟
および刑事訴訟の総和に該当する。これから民事訴訟、行政訴訟と刑事訴訟に係るデータについてそれぞれ
説明する。
（1）知的財産権民事事件

図 1-1 各年度の知的財産権に関する民事訴訟事件の新受件数
全国の地方人民法院が新規に受理した知的財産権に関する民事第一審および第二審の訴訟事件数は、2010
年以降は増加し続け、2015 年度の新受件数はぞれぞれ前年比 14.51％増と 9.84％増となっている。

0
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図 1-2 各年度の知的財産権に関する民事訴訟一審事件の増加幅図
上図に示されたとおり、2010 年から 2015 年までの知的財産権の民事訴訟一審事件の受理総数は毎年逓増
の趨勢を現し、各主要知的財産権類別の事件の受理数量も基本的に毎年逓増の趨勢を現している。
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図 1-3 2010～
2010～2015 著作権民事訴訟
著作権民事訴訟一
権民事訴訟一審事件受入数
上図は 2010 年から 2015 年までの著作権一審事件の受理事件数である。そのうち、2010 から 2012 年まで
の間では大幅の増長の趨勢を現し、2010 年の 24,719 件から 2011 年の 35,185 件、2012 年の 53,848 件に増
長している。2013 年は 2012 年に比べ、基本的に安定された状態を保ちながら若干減少された後、更に大幅
に増長し、2015 年の著作権の一審事件受理件数は 66,690 件に達した。

図 1-4 2010～
2010～2015 商標権に係る民事訴訟一審事件受入数
標権に係る民事訴訟一審事件受入数
上図は、2010 年から 2015 年までの商標権に係る一審事件の受理件数である。そのうち、2010 年から 2013
年までの間では大幅な増長の趨勢を現し、2010 年の 8,460 件から 2011 年の 12,991 件、2012 年の 19,815
件、2013 年の 23,272 件に増長している。2014 年は、2013 年に比べ、若干減少し、2015 年に更に増長して
いる。
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図 1-5 2010～
2010～2015 専利権に係る民事訴訟一
専利権に係る民事訴訟一審事件の
事件の受入数
上図は 2010 年から 2015 年までの専利権に係る民事訴訟一審事件の受理件数である。そのうち、2010 年
から 2012 年までの間では大幅な増長の趨勢を現し、2010 年の 5,785 件から、2011 年の 7,819 件、2012 年
の 9,680 件に増長している。2013 年、2014 年は前年に比べ、いずれも基本的に安定された稳状態を現し、
2015 年には更に大幅に増長しているが、その受理件数は 1 万件を突破して 11,607 件に達する。

（2）知的財産権行政事件

図 1-6 各年度の知的財産権に係る行政訴訟事件の新規受入数
全国の地方人民法院が新規に受理した知的財産権に関する行政第一審および第二審の訴訟事件数は、2011
年から 2013 年まで、徐々に増加してきたものの、2014 年になって急増し、2015 年には前年と比べるとほぼ
横ばいである。
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図 1-7 各年度の知的財産権に関する行政一審事件の増加幅図
上図に示されたとおり、2010 年から 2015 年までに知的財産権行政訴訟一審事件の受理総件数は、全体的
な増長の趨勢を現している。そのうち、2010 年から 2013 年までの趨勢は比較的平穏であり、2014 年には急
増しているが、特に著作権に係る行政訴訟一審事件の受理件数は大幅に増長している。2015 年の受理件数
は基本的に 2014 年と横ばいであるものの、専利権に係る行政訴訟一審事件の増長の幅は非常に大きい。

図 1-8 2010～
2010～2015 商標権に係る行政訴訟一
標権に係る行政訴訟一審
行政訴訟一審事件の受入数
上図は 2010 年から 2015 年までの商標権に係る行政訴訟一審事件の受理件数である。そのうち、2010 年
から 2013 年までの受理件数は基本的に安定された趨勢を現し、2014 年の増長の幅は比較的大きく、2013
年の 2150 件から 9,305 件に増長し、前年の約 4.3 倍に達し、2015 年は 2014 年に比べ、若干減少し、その
受理件数は 7,477 件である。
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図 1-9 2010～
2010～2015 専利権に係る行政訴訟一
専利権に係る行政訴訟一審
行政訴訟一審事件の受入数
上図は 2010 年から 2015 年までの専利権に係る行政訴訟一審事件の受理件数である。そのうち、2010 年
から 2012 年までの受理件数は基本的に安定された増長の趨勢を現し、2013 年および 2014 年の受理件数は
若干減少し、2015 年の増長の幅は比較的大きく、2014 年の 539 件から 1,721 件に増長し、約前年の 3.2 倍
である。
（3）知的財産権刑事事件

図 1-10 各年度の知的財産権に係る刑事訴訟一審事件の新規受入数
2010 年から 6 年以来、全国の地方人民法院が受理した知的財産権に関する刑事訴訟一審事件で、知的財
産権侵害罪事件と偽造粗悪商品生産販売罪事件がそれぞれ 279.68％と 558.56%増加し、不法経営罪事件は
7.46%減少した。また、6 年以来、知的財産権に関する刑事訴訟一審事件の中で、知的財産権侵害罪事件が
最も多く、その中でも商標権侵害の犯罪事件が一番多かった。そして、知的財産権に関する刑事事件におい
ては、上訴された事件が僅かであった。
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（4）渉外民事、行政訴訟事件数統計および分析
1）渉外民事訴訟

図 1-11 渉外に係わる各年度の知的財産権に関する民事一審事件の既済
外に係わる各年度の知的財産権に関する民事一審事件の既済件数
既済件数
知的財産権に関する民事訴訟一審事件に係る渉外の既済件数は 2010 年以降はほぼ毎年増加していたが、
2015 年度は前年比 22.67%減と大幅に減少した。
2）渉外行政事件

図 1-12 渉外に係わる各年度の知的財産権に係る行政訴訟一審事件の既済
外に係わる各年度の知的財産権に係る行政訴訟一審事件の既済件数
既済件数*
件数*
（*部分は、前年からの繰越分を含む。）
知的財産権に関する行政一審訴訟事件の中、渉外の既済件数は 2010 年以降はほぼ毎年増加していたが、
2015 年度は前年比 125.64％増と大幅に増加した。
上記の各統計結果から見れば、中国において、知的財産権の司法保護状況は継続的に改善され、知的財産
権裁判体制のレベルが引き上げられ、司法の知的財産権に対する保護の役割が著しく向上されている。
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4.知的財産権訴訟の概要
当該再議決定（実質は行政裁判である）を不服とし
て提起する行政訴訟をいう。②国家行政機関が下し
た行政行為から起因される知的財産権行政訴訟事
件とは、知的財産権確認と譲渡、使用過程において、
権利確認機関が関連知的財産権法に基づき、当事者
が行った具体的な行政行為（行政決定、行政許諾と
行政処罰等）について、行政相対人が不服として提
起した行政訴訟をいう。③地方知的財産権管理機関
が行政的な法執行から起因される知的財産権行政
訴訟事件をいう。知的財産権に係る法執行権を有す
る地方各級知的財産権管理機関は、知的財産権侵害
等を含む違法行為に対して、処罰又は調停を行うこ
とができ、相対人が当該処罰又は調停決定を不服と
する場合は、当該行政機関の所在地にある人民法院
に行政訴訟を提起することができる。

（1）知的財産権に係る民事、行政、刑事訴訟
1）知的財産権民事訴訟の範囲
知的財産権民事訴訟には、主に知的財産権侵害訴
訟、知的財産権帰属訴訟と知的財産権契約訴訟を含
む。そのうち、①知的財産権侵害訴訟とは、中国民
法通則および知的財産権専門法に明確にした民事
権利を侵害し、又は「不正競争防止法」に規定する
不正競争行為に係る訴訟をいう。②知的財産権帰属
訴訟、つまり知的財産権者確認訴訟、③知的財産権
契約訴訟とは、知的財産権の取得・譲渡・使用等の
取引行為に係る訴訟（知的財産権の取得と知的財産
権帰属訴訟の間には一定の重合がある）をいう。
2）知的財産権行政訴訟の範囲
知的財産権行政訴訟には、主に国家行政機関が下
した行政裁判、国家行政機関が下した詳細な行政行
為および地方知的財産権治理機関が行政的な法の
執行から起因される知的財産権行政訴訟事件を含
む。そのうち、①国家行政機関が下した行政裁判か
ら起因される知的財産権行政訴訟事件とは、専利権
と商標権について行政機関がその権利を確認し、関
連知的財産権法律に基づき、当事者が当該権利確認
決定を不服として場合、行政裁判機関（すなわち、
専利審判委員会と商標審判委員会）再議を申し込み、
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3）知的財産権刑事訴訟の範囲
中国刑法には次に掲げる七種類の知的財産権犯
罪を含む。①登録商標偽造罪、②偽造登録商標付商
品販売罪、③不法に製造された登録商標標章の不法
製造・販売罪、④他人専利偽称罪、⑤著作権侵害罪、
⑥侵害複製品販売罪、⑦営業秘密侵害罪。前記の七
種類の刑事犯罪の情形については、刑事訴訟手続を
通じて処理する。

（2）知的財産権訴訟の流れ
1）知的財産権に係る民事および行政訴訟の流れ
提訴
受理

受理しな
受理しない場
合、上訴を提
起できる

審理

訴訟の棄

訴訟の撤回

5 日以内
原告の訴状謄本を被告に転送
訴状謄本の受領日から 15 日以内

被告が答弁状を提出しなく
ても、事件の審理に影響なし

被告による答弁状の提出
答弁状の受領日から 5 日以内
被告の答弁状を原告に転送

合議体が構成されてから 3 日
以内に双方当事者に通知し、
立証期間の終了日及び審理前
証拠交換の有無を通知する

合議体の構成通知
立証期間の指定
忌避申請

開廷審理の 3 日間前に、召喚状
を発行し、当事者双方に通知す
る

書面代理意見書の
提出：開廷審理後の
3 日間～2 週間以内

開廷審理

和解できない場合、
一審判決の言渡し

和解

図 1-13 知的財産紛争事件一審の流れ
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一審判決の受領
一審判決の受領日より 15 日以
内（外国当事者は 30 日間以内）
上訴の提起
5 日以内
相手方への上訴状の転送
上訴状の受領日から 15 日以内
被告が答弁状を提出しなく
ても、事件の審理に影響なし

相手方による答弁状の提出
答弁状の受領日から 5 日以内
上訴人への答弁状の転送

一審法院による二審法院への訴訟資料の転送

開廷審理の前に、召喚状を発
行し、当事者双方に通知する
立証期限：開廷審理の前又は
開廷審理の際に、新しい証拠
を提出できる。

合議体の構成
立証期間の指定
書面代理意見書の
提出：開廷審理後の
3 日間～2 週間以内

開廷審理

和解できない場合、
二審判決の言渡し

和解

図 1-14 知的財産紛争事件二審の流れ
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2）知的財産権に係る刑事訴訟の流れ
立件

偵察

起訴

審査

自訴

不起訴

公訴

一審

判決の服従

上訴

二審

判決の服従

判決の服従
裁判監督手続

図 1-15 知的財産刑事
知的財産刑事事件
刑事事件の流れ
事件の流れ
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Ⅱ 訴訟準備の実務

1.弁護士（代理人）の選定
（1）選定のポイント
中国で知財侵害訴訟を提起する又は提起される
場合、日本企業は弁護士や弁理士を選定・依頼し、
訴訟前のさまざまな準備活動や訴訟活動を行う。中
国において、弁護士や弁理士等を訴訟代理人と選定
する場合、以下の面から検討することができる。
1)
コンフリクトの確認
訴訟代理人を選定する際、コンフリクトの関係に
ないかのチェックを行う。コンフリクトは、「依頼
者名」、「事件の内容」、「相手方名」等に基づき
チェックを行い、コンフリクトに無ければ、訴訟依
頼を検討したほうがよい。
2)
訴訟経験、専門性
中国知財訴訟の経験が豊富で、係争技術や関連分
野の専門に詳しい代理人（弁護士・弁理士）を選定
したほうがよい。特に、弁理士は訴訟活動を行って
いない人も数多くいるため訴訟経験豊富な弁理士
を選任することは重要である。また、訴訟対応にお
いて、依頼者のニーズに応じて訴訟や和解交渉の戦
略を構築することが重要である以外、中国訴訟実務
に詳しくて、その実情と合わせて適切な提案や解決
を求めることも重要である。
3)
言語
依頼者のニーズを正確に把握し、日本依頼者との
コミュニケーションを順調に行うためには、日本語
堪能の代理人（中国弁護士・弁理士）を選定するこ
とも重要である。実務において、英語や中国語でコ
ミュニケーションをとる場合もあるが、誤解の原因
になったり、代理人が係争技術内容に十分に理解で
きなったりする場合が少なくない。
4)
代理人所属の事務所への確認
代理人の選定において、その代理人の所属してい
る法律事務所や知財事務所の訴訟対応整備状況に
ついて確認することも重要である。
中国での法律事務所や知財事務所では、いろいろ
な類型がある。訴訟対応においては、弁理士又は弁
護士のみで対応する事務所があれば、弁理士＋弁護
士共同で対応する事務所もある。通常、弁理士は、
技術に詳しいが、訴訟経験がない弁理士も多い。ま
た、弁護士は、法律や訴訟対応に詳しいが、技術に
詳しくない弁護士も多い。そのため、具体的な訴訟
対応において、どのような訴訟対応制度になってい
るかについて、事前に把握することも重要である。
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また、訴訟対応において、訴訟相手への調査、証
拠収集や保全のための調査等もよく取っている対
応である。現在、中国の多くの知財事務所には、自
分の調査会社を有しているか、又は、提携している
調査会社がある。訴訟対応における調査は、今後、
訴訟における証拠や法律主張に関わるため、法律背
景がない調査会社のみに依頼してはならない。調査
における留意点、証拠収集や保全の方法や形式等に
ついては、弁護士より検討しなければならない部分
が多いため、法律事務所と調査会社が共同に調査作
業を行い、法律事務所の弁護士が全般の調査プラン
や証拠収集・保全について、調査会社に指導したほ
うがよい。
5)
代行手数料の事前確認
訴訟代行手数料は代理人によって大きく異なる
ため、費用の請求基準、請求方法、着手金、中間金、
謝金等は代理を委任する前に事前にチェックする。
（2）事務所情報入手先
中国の訴訟代理人や法律事務所の情報について
は、日本貿易振興機構 （JETRO）等の経済団体、弁
護士協会等の業界団体、日本の業界刊行物等に問い
合わせ、又は中国業務に強い日本の弁護士等の専門
家に紹介してもらうことができる。
（3）委任契約の締結
事件処理の方法、弁護士費用等が決まったら、委
任契約書を作成・締結する。契約書においては、一
般的に事件の表示と委任・受任の範囲、弁護士費用
の請求基準と請求方法、事件処理の中止・中途解約、
秘密保持等の事項を記載する。
また、侵害訴訟の委任においては、中国法律の規
定に合致する「委任状」を発行し、外国企業の場合、
その所在国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に
駐在する中国大使館又は領事館の認証を得る必要
がある。
「委任状」においては、事件の表示と委任、
代理人の代理権限、代理期限等を記載する。しかも、
「代理権限」について、中国民事訴訟法の規定によ
れば、「特別授権」と「一般授権」があるが、代理
人に訴訟請求の承認、放棄、変更、和解、反訴又は
上訴の提起の代行を委任する場合、「特別授権」で
なければならない。仮に、これらの委任事項を含ま
ない場合、「一般授権」である。

2.法律事務所との確認事項
（1）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、人民法院の裁判権を
求められる資格を有する者を指す。通常、中国知財
訴訟における適格な原告は、下記の幾つかがある。
a)
権利者―自分の名義で、単独に提訴するこ
とができる。
b)
知財権の独占的使用者―自分の名義で、単
独に提訴することができる。
c)
知財権の排他的使用者―権利者と共同で提
訴、又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。
d)
知財権の通常使用者―権利者による明確な
授権を受けてこそ、提訴することができる。
権利訴訟における原告が適格であるか否かを確
認するためには、上記を証明することができるか否
かにより判断する。
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である。具体的には、
下欄のとおりである。
a)
専利権関連
 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、輸入等を行
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、輸入等の行為の実施
者、他人の専利の詐称行為の実施者
b)
商標権関連
下記の行為を実施した者は、商標侵害訴訟の被告
に該当する。
 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品について
その登録商標と同一の商標を使用していた行為
 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品について
その登録商標と類似の商標を使用し、又は、類似の
商品についてその登録商標と同一又は類似の商標
を使用し、混同を生じさせやすい行為
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 商標権を侵害する商品を販売している行為
 他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、
又は偽造し、無断で製造された登録商標の標章を販
売している行為
 商標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
た行為
 他人の登録商標の専用権を侵害する行為のた
めに、故意に便宜を図り、商標権侵害の実施を協力
している行為
 他人の商標権にその他の損害を与えている行
為
c)
著作権関連
下記の行為を実施した者は、著作権侵害訴訟の被
告に該当する。
 著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した
場合
 共同著作者の許諾を得ずに、他人と共同で創作
した作品を自ら単独で創作した作品として公表し
た場合
 創作に参加せずに、個人の名誉と利益のために、
他人の作品上に氏名を表示した場合
 他人の作品を歪曲、改ざんした場合
 他人の作品を盗用した場合
 著作権者の許諾を得ずに、展示、映画製作及び
映画製作に類似する方法により作品を使用し、又は
翻案、翻訳、注釈等の方式で作品を使用した場合。
ただし、本法に別途規定がある場合、この限りでは
ない。
 他人の作品を使用して、報酬を支払うべきであ
るにもかかわらず、支払わなかった場合
 映画作品及び映画製作に類似する方法により
創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音
録画製品の著作権者又は著作権の関連権利者の許
諾を得ずに、その作品又は録音録画製品を貸与した
場合。ただし、本法に別途規定がある場合、この限
りではない。
 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を使用した場合
 実演者の許諾を得ずに、現場からその実演を生
放送し、若しくは公開中継した場合、又はその実演
を収録した場合
 著作権及び著作の関連権利を侵害するその他
行為

 著作権者の許諾を得ずに、その作品を複製、発
行、実演、放映、放送、編集し、又は情報ネットワ
ークを通じて公衆に伝播した場合。ただし、本法に
別途規定がある場合、この限りではない。
 他人が専用出版権を享有する図書を出版した
場合
 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、又は情報ネットワー
クを通じて公衆に伝播した場合。ただし、本法に別
途規定がある場合、この限りではない。
 録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作録音
録画製品を複製、発行し、又は情報ネットワークを
通じて公衆に伝播した場合。ただし、本法に別途規
定がある場合、この限りではない。
 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。ただし、本法に別途規定がある場合、
この限りではない。
 著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権
利者がその作品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
置を故意に回避又は破壊した場合。ただし、法律、
行政法規に別途規定がある場合、この限りではない。
 著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、作
品や録音録画製品等の権利を管理するための電子
情報を故意に削除又は改変した場合。ただし、法律、
行政法規に別途規定がある場合、この限りではない。

 他人の氏名表示を詐称する作品を制作及び販
売した場合
（2）訴訟時効
中国民法通則、専利法及び商標法等によれば、知
財権侵害訴訟の訴訟時効は 2 年で、侵害行為を知っ
た日又は知り得た日から起算する。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
題を主張しなければ、人民法院は自ら審理しない。
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、又は知り得た日
を推定することができるため、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る。
また、上記のとおり、権利者が警告書の送達等を
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
訟時効を起算する。
なお、知財権侵害訴訟の訴訟時効に関しては、特
別な規定がある。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、人民法院は被告に
対し権利侵害行為を差止めさせなければならない。
また、損害賠償の金額は、権利者が人民法院に提訴
した日から2年前までさかのぼって計算する。

（3）提訴する人民法院の選定
1）級別管轄
原則規定
各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級人民法院
専利権、植物新品 例外規定
種、集積回路等の ①各省、自治区、直轄市の高級人民法院――係争金額、事件が重大な影響を有するか
事件
等に関連する。
②最高人民法院の指定した中級人民法院
③最高人民法院の指定した基層人民法院
原則規定
中級人民法院が管轄する。
例外規定
商標権、著作権、
①各省、自治区、直轄市の高級人民法院――係争金額、事件が重大な影響を有するか
不正競争等の事
等に関連する。
件
②各高級人民法院は本管轄区の実際状況に基づき、最高人民法院の認可を経て、比較
的大きい都市にある 1～2 の基層人民法院を第一審商標民事紛争案件として受理する
人民法院として確定することができる。
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2）地域管轄
被告所在地




個人――戸籍所在地又は居住地
法人――主な営業場所又は主な業務所在地

専利権関連
侵害行為地

商標権関連
著作権関連

 特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製
品の製造、使用、販売の申し出、販売、輸入等の行為の実施地、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、輸入等の行為の実施地
 意匠権製品の製造、販売、輸入等の行為の実
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
 侵害行為の実施地、侵害品の貯蔵地又は封印、
差押地
侵害行為の実施地、被疑侵害品の貯蔵地、差押地
3）主要都市での管轄――知識産権法院

2014 年 8 月全国人民代表大会常務委員会会議で
可決した「北京市、上海市、広東省における知識産
権法院の設立に関する決定」を基礎として、最高人
民法院が公布した司法解釈では知識産権法院の一
審案件の管轄範囲、区域を跨ぐ管轄に関する案件類
型、知的財産権の権利確定案件の範囲等の重要問題
を更に明確にした。
司法解釈の規定では、知識産権法院管轄の第一審
案件は主に以下の 4 種類を含む。

a)
特許、
植物新品種、
集積回路分布図の設計、
技術的秘密、コンピューターソフトウェア等の技術
類に係る民事および行政案件。
b)
国務院部門又は県級以上の地方人民政府が
打ち出した関連著作権、商標、不正競争等の行政行
為に対して訴訟を提起する行政案件。
c)
馳名商標の認定に係る民事案件。
d)
知識産権法院の所在市にある基層人民法院
によりなされた第一審の著作権、商標、技術契約、
不正競争等、知的財産権に関する民事及び行政判決、
裁定に対して、当事者が提起した上訴案件。

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
為であるといえる。また、各機関の間では、経済秩
序を保護する場合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、法執行の効果に
影響を及ぼしている。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、行政機関や人
民法院等は往々にして積極的に対応しない。つまり、
現地の地方利益を保護するため、迅速に処理しない、
又は摘発の後、厳しく処罰を与えない情況がある。
（4）事前調査・証拠準備
18

また、地方保護主義が深刻な場合、一部分の法執
行人員は、事前の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る。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
おそれもある。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、処罰を科さない可能
性がある。
そのため、実務において、現地での地方保護主義
をできるだけ回避するために、地方保護主義のリス
クが大きい都市では行政取締を行わないか、又は、
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する等の対策
を取っている。
1）事前調査及び模倣業者の確認

模倣品対策を取るに当たって、まず、事前調査を
通じて、模倣品の製造者や販売者等を確認するとと
もに、模倣品対策に必要な情報を収集する必要があ
る。
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等が挙げられる。
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
て参考にすることができる。
また、事前調査の方法として、基本的な情報につ
いては、権利者の営業部又は権利者自らがインター
ネット等で調査をするほか、模倣業者の情報、侵害
品の製造、販売状況等については、専門の法律事務
所又は調査会社に依頼するのが一般的である。
2）証拠の収集・確保

か、又は、法律上、侵害にならないとの規定に基づ
き、権利者による権利行使を排除、又は対抗するこ
とを指す。例えば、先使用権抗弁、公知技術抗弁等
が挙げられる。
2) 手続法上の抗弁
当事者が民事訴訟法等の手続き法に基づき、権利
者の請求を排除又は対抗することを指す。例えば、
管轄権異議の提出、訴訟時効の抗弁等が挙げられる。
（6）訴訟以外の手段に関する検討
1)

警告書の送付

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を模倣業者に
送付することができる。また、特許権侵害等のよう
どのような対応策を取るにしても、その前に、証
に技術性や専門性が高い権利である場合は、事前に
拠を収集・確保することが重要である。関連証拠を
法律事務所又は知財代理事務所に鑑定をしてもら
確保せずに、模倣業者への警告書の送付、交渉等の
ってから、警告書と一緒に送付することが望ましい。
対応策を取ると、模倣業者は関連証拠を隠す可能性
通常、侵害情状があまり深刻ではなく、模倣業者
があるため、今後の対応策に対して不利な影響を与
が信用度の高い企業である場合、警告書の送付によ
える。
り、模倣品の製造、販売を差し止めさせることがで
収集・確保すべき証拠には、通常、模倣品の現物、
きる。また、警告書の送付後、模倣業者がすぐ応じ
カタログ、写真及び領収書等がある。証拠確保の方
ない場合、その後の交渉により、相手方の侵害行為
法としては、通常、証拠としての証明力を高めるた
を差し止めさせたり、ライセンスや商業提携関係を
めに、公証の方法がよく利用されている。例えば、
結ぶことも考えられる。このように警告書の送付と
公証人の立会いの下、侵害品を購入したり、侵害品
交渉を通じて、模倣業者が権利者の要求に応じる場
に関するカタログを入手するか、又は、インターネ
合は、迅速に、安いコストで事件を解決することが
ットにおける侵害品に関する情報に対して公証を
できる。
行うこと等が挙げられる。
ただし、実務においては、警告状を送付しても無
そして、証拠を確保した場所が侵害地になるため、
視される場合がや、警告状を送付した後、模倣業者
具体的な対応策として、訴訟を行う場合、模倣業者
と長期間にわたる交渉を行っても、解決できない場
所在地は地方保護主義のリスクがあるため、権利者
合も多い。その場合、速やかに他の対応策を考えな
はこの点をよく考慮し、自分に有利な訴訟の管轄地
ければならない。
を選定することができる。
また、模倣業者は警告状を証拠として、模倣業者
の所在地の管轄人民法院に、非侵害確認訴訟を提起
（5）訴訟の抗弁
することもある。「最高人民法院の専利権侵害紛争
訴訟の抗弁とは、一方当事者による権利行使に対
事件の審理に適用される法律に関する若干の問題
して、相手の当事者が提出した対抗又は異議のこと
への解釈」（法釈[2009]21 号）には、「警告状の
である。知財民事訴訟においては、当事者が主張す
受領者が書面で権利者に訴権の行使を催告したに
る法的根拠が異なることにより、実体法上の抗弁と
もかかわらず、権利者が当該書面催告の受領日から
手続き法上の抗弁に分けられる。
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
1) 実体法上の抗弁
しなかったため、警告状の受領者は非侵害確認訴訟
実体法上の抗弁は、当事者が専利法、商標法、著
を提起することができる」と規定されている。この
作権法、不正競争防止法等の規定に基づき、権利者
ような非侵害確認訴訟が模倣業者の所在地の管轄
の権利主張や事実と理由が法律規定と合致しない
人民法院で受理された場合、地方保護主義が働いて
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模倣業者に有利な判決が出されるおそれがある。そ
 行政機関――地方の工商行政管理局
の場合、権利者が、北京市や上海市等の大都市で侵
 法的根拠――商標法第53、54条、商標法実施細
害訴訟を提起することにより、先の非侵害確認訴訟
則第51、52条、工商行政管理機関行政処罰手続規定
の管轄を北京、上海人民法院に移管するように請求
 プロセス
しても、認められない可能性が高い。したがって、
事件の受理―調査・証拠の収集（現場調査、侵害
権利者は、事件の状況と権利者自体の状況を十分に
情報に関する資料への調査及び複写、侵害品への
把握したうえ、警告書の送付のメリットとデメリッ
封印・差押）－審査―決定
トを検討したうえで、その対応策を決めることが必
c)
著作権
要である。
 行政機関――地方の版権局
更に、模倣業者は警告状を受領した後も、ひそか
 法的根拠――著作権法第48、56条、著作権行政
に模倣品の製造、販売を継続する可能性もあるため、 処罰実施弁法
権利者は定期的に市場調査、ウォッチングを行う必
 プロセス
要もある。
事件の受理―現場調査（侵害証拠の収集又は登記
保存、模倣業者に対する尋問）―審査―決定
d)
不正競争行為
2)
消費者への注意喚起
 行政機関――地方の工商行政管理局
権利者は、業界の雑誌、新聞等に、自らの権利に
 法的根拠――不正競争防止法第22～28条
関する模倣品が出回っていることや模倣品の鑑別
 プロセス
方法等を掲載することで、消費者の注意を喚起する
事件の受理―調査・証拠の収集（現場調査、侵害
ことができる。当該対応策は、他の対応策と併せて
情報に関する資料への調査及び複写、侵害品への
進めることも考えられる。
封印・差押）－審査―決定
ただし、掲載する場合、事実と合致していないと、
e)
粗悪品
模倣業者に不正競争を理由として提訴されるおそ
 行政機関――地方の質量技術監督局
れもあるため、事実に基づき、模倣品の情況を拡大
 法的根拠――製品質量法
して評価することがないように留意する必要があ
 プロセス
る。
事件の受理―実地検証（模倣業者に対する調査又
3)
行政取締の申請
は尋問、関連資料の閲覧又は複製、侵害品への封
行政取締は、中国特有の制度であり、専門の行政
印・差押）―審査―決定
機関が独自に取締りの権限を有している。行政手続
留意点
では、権利侵害に対する取締が迅速に行われ、費用
①
行政取締を申し立てる際の提出書類につい
も比較的安いので知的財産の権利者に広く利用さ
て、各行政機関の規定は多少異なっている可能性が
れている。現在採用されている司法保護と行政保護
あるため、事前に行政機関と関連必要書類を確認す
によるに二本立ての体制は、相互補完することがで
る必要がある。
きると同時に、円滑且つ効率的であり、積極的且つ
②
権利が特許権、実用新案権等のように技術
効率的に知的財産権者の合法的な権益を保護する
性、専門性が高い場合、地方の知識産権局は正確な
ことができるので、公衆から高く評価されている。 侵害判断ができないおそれがある。
模倣品対策において、権利者の権利により、行政
③
実用新案侵害案件及び意匠侵害案件の場合、
取締における法的根拠と行政機関が異なっている。 専利評価報告の提出を求められる場合がある。また、
a)
専利権（特許権、実用新案権、意匠権）
行政取締において、模倣業者は権利者の専利権につ
 行政機関――地方の知識産権局
いて、無効宣告請求を提出することにより、行政手
 法的根拠――専利法第60、63、64条、専利法実
続が中止される場合がある。この場合、権利が実用
施細則第79～86条、専利行政執法弁法
新案又は意匠権の場合、専利評価報告を提出した場
 プロセス
合は、知識産権局は行政手続を中止しない可能性が
事件の受理―書類の転送及び実地検証（非必須手
あるため、事前に準備して提出するのが望ましい。
続）―模倣業者による答弁―口頭審理（必要に応
④
行政取締では、損害賠償金を求めることは
じて）―決定
できないが、行政取締の段階で、行政機関の調停に
b)
商標権
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より、模倣業者と和解を達成することを通じて、和

解金を受領することができる。

3.中国公証制度
（1）概要
中国の公証制度は、中国の公証関係法律・法規に
おいて規定されており、当事者と公証人が公証活動
において必ず遵守すべき法律・規範の総称である。
2010 年末の統計データによれば、全国の公証機関
数量はすでに 3007 所に達しており、1980 年と比べ
て 5 倍に増加している。
公証従業人員は 2 万余人で、
1980 年と比べて 15 倍に増加している。毎年発行す
る公証証書は 1000 万件以上であり、1980 年に比べ
て 110 倍以上に増加している。4
（2）公証制度の概念と特徴
中国において、公証とは、公証機関が自然人、法
人又はその他の組織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す。
中国公証制度の特徴について、次の二つに概括す
ることができる。
1）公証は、一種の特殊な証明活動であるが、こ
れも公証制度の基本的な特徴である。公証による証
明は一般の証明と異なるが、その特殊性は主に次の
いずれかにより表わされる。
①公証主体の特定性：公証は、専門的に設立され
た公証機関が法定手続に基づいて行う証明活動で
ある。
②公証対象と内容の特定性：公証対象は、争議の
ない民事法律行為、法的意義を有する事実と文書で
ある。
③公証效力の特殊性：その他の証明文書に比べ、
公証証書は特殊な法的効力を有し、主に証拠效力、
強制執行效力等により表われる。
④公証手続の法定性
2）公証活動は、行政行為ではない司法活動であ
り、非訴訟性質の予防性司法活動に該当する。
（3）公証業務の範囲
中国公証法第 11、12 条には、「公証機関が公証
業務を行う範囲には、主に法律行為に関する証明、
法律意義を有する事実及び文書に関する証明、債権

4関係データの出所は司法部サイトである。

http://www.moj.gov.cn/index/content/2010-08/26/content_22
61116.htm?node=7345
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文書の付与による強制執行の效力・保全証拠等に関
する証明を含んでいる。」と明確に定めている。
上記公証機関の業務範囲の対比を経て、実務にお
ける業務内容は、主に下記のとおりである。即ち、
公証事項と公証事務の 2 種類がある。
公証事項について、契約、承継、委託、声明、贈
与、遺言、婚姻情況、親族関係、出生、死亡、身分、
複写と現本の同一性、証拠保全等が挙げられる。
公証事務について、法律・法規が定めた公証機関
による公証が必要な事務である。
また、実務において、各公証機関は、証拠保全、
先使用権公証、強制執行公証、夫妻財産公証等を特
殊な公証として扱う。
（4）公証の効力
中国公証法その他の法律の関連規定に基づき、公
証証書は、証拠効力、強制執行効力と法律行為成立
要件効力という 3 つの効力を有する。
1）証拠効力
公証証書は、普遍的な法律証明効力を有する。公
証法第 36 条、民事訴訟法第 69 条の規定によれば、
法により手続を経て公証で証明された法律行為、法
律事実及び書類について、人民法院は、事実を確定
する根拠としなければならない。ただし、公証によ
る証明を覆すに足りる反証のある場合には、この限
りでない。そのため、公証を経ている民事法律行為、
法律意義を有する事実と文書は、すでに真実性・合
法性の特徴を有し、司法機関、仲裁機関、行政機関
及びその登録部門は、公証証書を事実を認定する根
拠としなければならない。
2）強制執行効力
公証証書の強制執行効力とは、公証機関が法によ
り強制執行効力を付与する債権文書を通じて、債務
人が義務を履行しない際に、債権人は、直接人民法
院にその執行を申請できることを指している。
3）法律行為成立要件効力
公証証書における法律行為の成立要件の効力と
は、特定の情状の下で、必ず公証を経るべき法律行
為は公証を経てこそ法的効力を有し、公証を経てい
ない場合、当該法律行為は成立せず、法律による保
護を受けないことを指している。例えば、法律、行
政法規において、当事者が必ず公証を経るべき事項、
双方当事者が必ず公証を経るべきと規定している
が、その公証を経ていないもの、及び国際慣例によ

ーを下し、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する。
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
ることを公証する。

り中国公民、法人又はその他の組織が海外で使用す
るいずれかの文書は、必ず公証機関による公証証明
を経てこそ海外での法的効力を生じる。
（5）知的財産権事件で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の下プリントアウト・保
存して、侵害証拠として確保する。
2）侵害品の公証付購入
①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）の立会いの下侵害品を購入し、領収書等の関
連書類を入手する。
②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、公証人の立会いの下、オンラインでオーダ

（6）公証機関の調べ方
各地方の公証機関の連絡先等については、中国公
証協会より運営する中国公証網
（www.chinanotary.org）にアクセスして確認する
ことができる。具体的には、当該サイトにアクセス
して、ホームページの左下側における「全国公証処
機構査詢」にマウスを移動すれば、各地方の司法行
政網又は公証網につながり、ヒットするページで、
各地方の公証機関の情報を確認できる。

4.中国鑑定制度
（1）自主鑑定と司法鑑定の区分
「司法鑑定手続通則」第 2 条の規定によれば、司
法鑑定とは、訴訟活動の中で鑑定人が科学技術又は
専門知識を運用することにより、訴訟に係る専門性
の問題について鑑別・判断し、かつ、鑑定意見を提
供する活動をいう。当該通則第 49 条では、同時に
訴訟活動のほかに、司法鑑定機構と司法鑑定人が法
により関連鑑定業務を展開する場合は、本通則の規
定を参照・執行すると規定している。したがって、
広義の司法鑑定には、訴訟活動を含むと同時に、司
法鑑定機構と司法鑑定人が委託人から委託されて
法により鑑定活動を展開する行為も含むべきであ
る。
自主的鑑定には、当事者の自発的な鑑定又は鑑定
資質がないその他の代理機構に委託して鑑定する
ことを含む。例えば、専利代理事務所等に関連事項
に対する鑑別と判断を委託する行為である。知的財
産権侵害実務の中で、権利者は、被疑侵害製品が専
利権の保護範囲に入るか否かを判断するために、通
常、自発的に先行鑑定を行ったり、又は又は専利代
理事務所にその鑑定を委託する。
自主的鑑定と司法鑑定によりそれぞれ出された
鑑定意見は、いずれも一種の証拠形式に該当し、そ
の鑑定意見も開廷審理・証拠調べを経てこそその効
力を確定することができる。
鑑定主体が司法行政機関の審査・確認を経て登録
されているかどうかの区別点を除き、自主的鑑定の
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場合は、その材料が当事者一方から提供されるので、
材料の出所、真実性、合法性は常に質疑を受けやす
く、かつ、その鑑定意見が資質のある専門鑑定機構
から出されたものではないので、相手側に反駁され
ることが多くなる。
したがって、権利行使を行うか否かを決めるとき、
自主的鑑定の方法を採用することにより、権利侵害
の可能性に対する判断を行うことができ、権利行使
を行うことを決めた後、証明力が一層高い証拠を取
得するために、権利者は、相応する資質のある鑑定
機構に委託してその鑑定意見を出してもらうべき
であり、かつ、提供する物品も公証手続を経た被疑
侵害製品が一番望ましく、鑑定機構に提供する際に
は公証封印の完全性を保持することを提案する。
（2）司法鑑定の概要
1）統計データ
知的財産権訴訟、特に専利関連訴訟において、司
法鑑定機構の発行した鑑定意見は、人民法院の判決
に影響を与える重要な根拠になりつつある。
関連データによれば、中国には 2015 年 11 月まで
に司法行政機関による審査を経て登録された司法
鑑定機構は、すでに 4,924 箇所に、司法鑑定人は 5
万 5,662 人以上に達している。
業務範囲からみれば、
法医学臨床鑑定に従事する機構が最も多く、計
2,027 所で、41.17%を占めている。知的財産権鑑定
に従事する機構は計 79 所で、1.60%を占めている。

また、2015 年 1 月から 11 月 30 日まで司法鑑定案
件計 193 万 3,928 件を完了している。鑑定事項によ
って分類すれば、法医学類の鑑定業務が業務総量の
82.34%を占めるのに対し、知的財産権の鑑定数量は
計 446 件に過ぎない。
委託主体によって分類すれば、
公安・検察・裁判に係る部門から計 117 万 913 件、
法律事務所から計 13 万 4,364 件、企業・団体から
計 8 万 826 件、個人から計 50 万 4,814 件を委託し
ているが、その他の主体から委託したのは計 4 万
3,080 件であった。公安・検察・裁判に係る部門か
らの委託が依然としてメインとなって総数の
60.55%を占めている。関連種類から分類すれば、民
事訴訟関連 87 万 8,616 件、非訴訟関連 70 万 7,791
件、刑事訴訟関連 32 万 9,028 件、行政訴訟関連 1
万 8,562 件である。司法鑑定人に対する出頭通知が
1 万 7,867 回で、97.86%の司法鑑定人が出頭通知を
受け取った後、通知内容に応じて出頭している。5
2）鑑定機関の選定
知財侵害実務、特に専利侵害事件においては、提
訴の前に被疑侵害品等について、事前に鑑定してお
いたほうが、侵害しているかどうかを予め判断でき
るだけではなく、今後、訴訟まで至った場合、訴訟
の進捗を短縮することができる。鑑定意見を訴訟の
証拠として運用するためには、鑑定機関を選定する
時、必ず司法行政機関による審査を経て登録された
司法鑑定機関を選択すべきであり、委託する鑑定業
務が、同機関の業務範囲に属するかどうかについて
も確認しなければならない。
また、鑑定機関の選定に管轄の問題は存在しない
ものの、訴訟の便利性を考慮すれば、法院所在地と
近い鑑定機関を選定することが好ましい。鑑定機関
が発行した鑑定意見について、当事者が異議があっ
たり、人民法院が必要があると判断した場合、鑑定
人は出廷する必要があるが、法院と近い場合、鑑定
人の出廷に伴い発生する費用と時間が少なくなり、
権利者のためにも費用を節約できる。
3）訴訟中の司法鑑定手続
訴訟中の司法鑑定手続には 2 つのルートがある。
1 つは当事者が鑑定を申請することである。すなわ
ち、当事者は、事実を明らかに究明する専門的な問
題について、人民法院にその鑑定を申請することが
できる。当事者が鑑定を申請した場合、双方当事者
は、協議を経て資格を有する鑑定人を確定し、合意
を得られなかった場合、人民法院が指定する。当事
者は、鑑定を申請する場合、立証期限内に提出しな
5データの出所

司法部司法鑑定管理局
http://www.moj.gov.cn/Judicial_identification/content/2016-03/21/c
ontent_6533067.htm?node=74593
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ければならない。もう 1 つは、当事者が鑑定を申請
しておらず、人民法院が専門的な問題について、そ
の鑑定が必要であると認めた場合、資格を有する鑑
定人に委託して、その鑑定を行うものである。
4）鑑定意見の位置付け
鑑定結論は、鑑定人による認識活動の結果に過ぎ
ないので、鑑定人の主観的な認識能力及び鑑定人が
有する客観的な認識条件は、いずれも鑑定結論に影
響を与えている。したがって、鑑定結論は、決して
必然的な客観的かつ正確な意識ではない。また、鑑
定結論が鑑定人の個人的な認識と判断に過ぎない
ことに鑑み、新たに改正された中国「刑事訴訟法」
及び「民事訴訟法」では、「鑑定結論」を「鑑定意
見」に変更している。
鑑定機関の発行した鑑定意見が証拠の一種の形
式に該当することに鑑み、重要な訴訟価値を有する
鑑定意見は、必ず客観性、関連性と合法性の要件を
満たさなければならない。人民法院は、法定手続に
基づき、全面的かつ客観的に関連証拠を審査・確認
しなければならない。審査を経て真実であることを
確認してこそ、事実を認定する根拠になり得る。鑑
定手続が合法的であり、当事者が異議を申し立てな
い鑑定意見を、通常、関連事件の事実を認定するた
めの根拠とすることができるが、決して安易に鑑定
意見を直接裁判の根拠にすることができるのでは
なく、具体的な事件において、事件の事実に対する
実質的な審査・判断は、依然として裁判官が鑑定意
見を採用するか否かの前提となる。さもなければ、
事件の事実に対する審査権を鑑定機構に譲渡する
ことになってしまう。
なお、鑑定機関が発行した鑑定意見について、当
事者は、異議を申し立てることができるし、鑑定人
は、出廷して説明しなければならないが、仮に出廷
することを拒絶した場合、その鑑定意見は、事実認
定のための根拠にならず、鑑定費用を支払った当事
者は、鑑定費用の返済を求めることができる。「民
事訴訟法」第 79 条の規定に基づき、当事者は、更
に人民法院に専門知識を有する者に対して出廷す
るように通知して、鑑定人の発行した鑑定意見又は
専門的な問題に対する意見の提出を申請すること
ができる。
なお、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関す
る若干の規定」第 27 条の規定に基づき、当事者が、
人民法院が委託した鑑定部門から出された鑑定結
論についての異議があって再鑑定を申し込み、次の
いずれかの情状が存在することを証明する証拠を

提出した場合、人民法院は許さなければならない。
（1）鑑定機構又は鑑定人員が関連鑑定資格を具有
しない場合、（2）鑑定手続が厳重に違反する場合、
（3）鑑定結論に明らかに根拠が欠けている場合、
（4）証拠調べを経て証拠として使用できないと認
定したその他の情状。しかも、同条第 2 項では、欠
陥が存在する鑑定結論について、補充鑑定、再度の
証拠調べ又は補充証拠調べ等の方法を通じて解決
できる場合は、再鑑定をしないものとすると規定し
ている。
同法第 28 条では、一方当事者が自発的に関連部
門に委託して発行された鑑定結論に対し、相手側の
当事者が反駁できる十分な証拠を有し、かつ、再鑑
定を申し込んだ場合、人民法院は許さなければなら
ないと規定している。訴前に権利者が自発的に鑑定
機構に委託して取得した鑑定意見について、相手側
の当事者が異議を申し立てたとして当然に再鑑定
を行うのではなく、十分な理由をもって反駁するこ
とを要求している。すなわち、鑑定機構又は鑑定人
員が関連鑑定資格を有する否か、鑑定手続が厳重に
違反するか否か等について反駁できてこそ再鑑定
を許すことができる。
上述の内容に基づき、鑑定意見も証拠の一種とし
て、その手続が合法的である以外に、更に証拠にお

ける客観性、関連性という 3 つの要件を満たしてこ
そ、人民法院に有効な証拠として採用されることが
できる。
知的財産権事件においてますます重要な役割を
果たしている司法鑑定について、当事者は、より積
極的に利用すべきである。
5）鑑定機関の情報
「司法鑑定人と司法鑑定機構リスト管理方法」の
規定に基づき、「国家司法鑑定人と司法鑑定機構リ
スト」は、司法鑑定人と司法鑑定機構が委託を受け
て司法鑑定活動に従事するための法定根拠である。
省級司法行政機関は、本行政区域における「国家司
法鑑定人と司法鑑定機構リスト」の編制、公告と管
理業務に対する責任を負う。司法部は、「国家司法
鑑定人和司法鑑定機構リスト」の編制、公告と管理
業務に対する指導・監督の責任を負い、かつ、年度
ごとに全国で統一された「国家司法鑑定人と司法鑑
定機構リスト」を編集・公布している。
司法部の公式サイトでは 2006 年度に公布された
全国鑑定機構リストを調べることができる。
参考リンク：
http://www.moj.gov.cn/index/content/2007-07
/19/content_900180.htm?node=7346

5.証拠チェーンについて
証拠とは、客観的に存在し、ある物と関連性を有
し、かつ、このような関連性を表明できる物を指す。
証拠チェーンは、ある事実を証明するために、その
事実と関連性のある複数の証拠を組み合わせて証
明するか、又は、その事実が成立する蓋然性が高い
ことを指す。つまり、証拠チェーンは、単独の証拠
では直接ある事実を証明できず、その事実と関連す
る複数の証拠が存在している場合に適用される。
「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干
の規定」第 66 条には、「裁判官は、事件の全ての
証拠について、各証拠が事件と関連する程度、各証
拠の間の関連性等に基づき、総合的に審査し、判断
しなければならない。」と規定しているが、これが
証拠チェーンの法的根拠となる。
実務において、証拠チェーンを形成するために、
どのような証拠を収集すべきかについて、その形式
や証拠内容が決まっていない。訴訟当事者は、事件

の状況と自分の主張内容や証拠保有状況に基づき
判断しなければならない。例えば、公然実施を証明
するために、出願日前に特許製品を販売した売買契
約のみを提出した場合、その売買契約が確実に履行
されたか、売買契約で販売した製品が確実に特許製
品であるか等は確定しにくいため、証拠として不十
分である。そのため、特許製品を販売した事実と関
連性があり、売買契約とも関連性のある証拠と合わ
せて、出願日前に、特許製品を販売したことがある
かについて立証しなければならない。例えば、契約
が確実に履行されたことを証明するためには契約
金支払いの領収書、出荷リスト、通関証明等の資料
等を更に補充する必要がある。これらの証拠は、単
独では公然実施の内容を証明できないが、合わせて
提出することを通じて、お互いに証拠力を補強し、
公然実施との事実を証明することができる。

6.その他、日本企業が留意すべき点
（1）訴訟の準備段階
1)
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、又は取消審判を提起する可能性があるので、
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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。
2)
権利者の権利行使が訴訟時効を超えたかを
検討し、関連証拠がその点を証明できる場合は、証
拠を提出しないこと。
（2）訴訟段階
1)
訴訟の各段階における期限、提出資料等に
おいて、当事者が外国企業である場合の特別な規定
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
と実務情況に基づき、検討し、関連主張内容や証拠
に対しては、専門の弁護士又は弁理士と相談するこ
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、ライセンス等の内容を含めて、一括的に
和解に達成することも有効な対応方法である。
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4)
各人民法院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、専門の弁護士又は弁理士と相
談して、上訴、再審請求を検討することも必要であ
る。
（3）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、又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。

Ⅲ 訴えられた場合の対処法

（2）権利侵害に該当するか否かの確認

1. 警告状を受け取ったときの対処

警告書の発送者が主張している権利侵害が成立
し得るかについて、確認する必要がある。侵害の判
断が微妙な場合や難しい場合、中国の法律事務所や
知財事務所に、中国の裁判実務に基づく侵害鑑定や
見解を依頼することもよろしい。

警告状を受け取った場合、まず、警告状の内容に
ついて、基本的な事実確認及び調査を行う。基本的
な事実確認及び調査のポイントは下記のとおりで
ある。
（1）権利者が権利侵害と主張する権利の状況
警告書で権利者が権利侵害と主張する権利状況
について確認する必要がある。つまり、警告書の発
送者が確かに権利者又は法律上適法権限を有して
いる利害関係人であるか、権利者の権利が有効であ
るか、権利期限がいつまでであり、権利性には不備
がないか等について、調査を行う必要がある。仮に、
警告書を発送した主体が権利者若しくは利害関係
者であることを証明できないか、又は、権利自体に
不備がある場合、これらの権利者への対抗の手段の
一つになり得る。

（3）警告書の発送者の背景調査
警告書の発送者の状況や背景の調査を行うこと
も重要である。相手側の実態の経営状況を把握する
ことを通じて、相手側が警告書を送付した目的（差
し止め、損害賠償金、ライセンス等）を想定でき、
それに対する対策を検討することができる。また、
相手側が中国及び地元での影響力を把握し、地方保
護主義のリスクを検討したうえ、具体的な対策を策
定したほうがよい。これらの調査は、中国状況に詳
しく、また、調査業務を取り扱っている法律事務所
や知財事務所に依頼したほうがよい。

2. 警告状への対処手段
（1）非侵害確認訴訟の提起
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、
人民法院に対し、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非侵害確認訴訟を提起する
ことができる。
非侵害確認訴訟について、「最高人民法院の専利
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」と規定して
いる。
上記によれば、非侵害確認訴訟を提起するために
は、下記の条件を同時に満たす必要がある。
① 権利者から知財権侵害の旨の警告状を受領し
た。
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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。
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
また、非侵害確認訴訟の管轄については、最高人
民法院が過去に出した通知（「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、い
ず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、異なる人民法院による重なる
裁判を避けるために、人民法院は、管轄を移管して、
合併して審理すべきである。」と規定している。

（2）書面による回答

（3）面談交渉

権利者の警告書について、書面にて回答する場合
が多い。書面の回答内容としては、事件の具体的状
況により異なるが、通常、下記の幾つかが考えられ
る。
①
権利者が適格か否か、権利自体に不備があ
るか否かについて
仮に、権利者の主体資格や権利自体に不備がある
場合、その旨を書面にて主張するか、又は、権利に
対する無効手続きを提出することができる。
②
被告が侵害になるか否かについて
警告書を受けた者の行為が侵害に該当するか否
かについて、中国の法律や実務に基づき、抗弁を行
うことができる。
③
権利者の要求が合法で合理性があるか否か
について
警告書を受けた者の行為が侵害に該当する場合、
権利者の要求が合法で合理であるかの観点で回答
することが考えられる。仮に、権利者の要求が妥当
でなくても、権利者と訴訟まで行くことを希望しな
い場合、書面回答にて和解案を提示することも考え
られる。

相手側の侵害主張が成立する可能性が高いか又
は、訴訟まで行くことを望まない場合、相手側と面
談交渉を行うのもよい。面談交渉を通じて、相手側
の本当の意図を把握し、ライセンスや和解交渉の方
向で解決できるかを検討したほうがよい。また、面
談交渉において、中国企業と日系企業の考えの差が
大きく、意思疎通がうまくできない場合があり得る。
そのため、交渉実務の経験が豊富である弁護士に依
頼し、交渉を順調に進めると同時に、法的リスクや
法的相談もいろいろ検討したほうがよい。
（4）いかなる対応もしない
警告書について必ずしも対応しなければならな
い訳ではない。実務において、相手側が不当な目的
で警告書を発送したり、権利者の要求が明らかに不
当で根拠がない場合等では、警告書に対していかな
る対応もしない会社も多い。また、警告書に対応せ
ず、直接に権利者の権利を無効にするための対策を
取る会社も多い。
警告書を受けた者は、自分の状況や相手側への調
査状況に基づき、警告書に対応するかしない、又は、
直接対応措置を取るか等を、実務経験が豊富である
法律事務所や知財事務所に相談したほうがよいと
考えられる。

3. 侵害者として訴えられた時の対処法
（1）専利権侵害訴訟
非侵害抗弁
① 専利権者に訴えられた被告は、自分の製品又は方法、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。
 特許/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、又は実用新案権である場合、被告は、下記の二つの
いず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、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、原告の特許権又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、下記の二つのいず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) イ号製品の意匠権製品とは、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
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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、営業性団体又は
企業が許可を得ずに、他人の専利製品を製造・使用する行為について、「非営利目的」を理由として負うべ
き侵害責任を免除されない。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。
侵害とみ
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、専利権侵害とみなさない。
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、専利権侵害とみなさない。
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、専利権侵害とみなさない。
従来技術又は
従来技術又は従来意匠
又は従来意匠の
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
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又は知り得る
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、人民法院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人民法院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）商標権侵害訴訟
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非侵害の
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若しくは類似していないか、又は
商標権者の商標権と同一若しくは類似していないとの抗弁を行うことができる。
合理使用の
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
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又は知り得るべ
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。
商標無効
商標無効審判の提起
無効審判の提起
原告の商標が商標法第44、45条の情況に該当する場合、被告は商標審判委員会に無効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。商標審判委員会が無効審判請求を受理すれば、被告はこれ
をもって、人民法院へ訴訟の中止を申請することができる。人民法院は、無効審判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
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、又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で、著作物を完成した
ことに関する証拠、又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、又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、独創性又は美感に乏しく、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。ただし、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
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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、ただ
し著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合はこの限りでない。
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、ただし著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合はこの限りでない。
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、ただ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。ただ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。ただし、規定に
基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。
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。
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又は知り得た
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、これをもって抗弁とすること
ができる。
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（4）不正競争訴訟
1) 知名商品の特有名称、包装、パッケージに関わる不正競争訴訟
権利者商品の知名性への否定
原告の商品の「知名性」を否定することが考えられる。知名商品の認定に関しては、以下の４点から否定主
張を行うことができる。
①中国国内で知名である必要がある。外国でのみ知名であってもこれに該当しない。
②一般大衆における知名度ではなく、当該商品に関連する経営者、消費者間での知名度を考慮する。
③「知名商品」は、個別案件ごとに認定されるものであり、一度、認定されたからといって、無条件に、そ
の他の案件でも当然に通用するものではない。
「特有」への否定
「特有」とは、商品名称、包装、装飾が関連の商品に普遍的なものではなく、顕著な区別のある特徴を備え
ていることをいう。この点、以下に該当する場合には、これが否定される。
①商品に共通する名称、図形、型番
②商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示するだけの商品の名称
③商品自体の性質による形状、技術的な効果を得るためにある商品に必要な形状及び商品の実質的な価値を
備えた形状
④その他顕著な特徴に乏しい商品の名称、包装、装飾
ただし、上記①②④に規定する状況が使用を通じて顕著な特徴を得た場合、特有の名称、包装、装飾と認定
できる可能性もある。
誤認・
誤認・混同を生じさせ
混同を生じさせないとの主張
させないとの主張
誤認混同の方式としては、対象商品が、①知名商品と識別できず、同一商品であると誤認混同させる場合、
②知名商品と同一の経営者から供給された商品であると誤認混同させる場合、③知名商品に係る事業者が対
象商品に係る事業者にライセンス、又は、両事業者が関係企業である等、両事業者の間に何らかの関係があ
ると誤認混同させる場合がある。
誤認混同を生じさせないとの立証は必ずしも容易ではないが、同一商品上に同一の、又は視覚上基本的に区
別のつかない商品の名称、包装、装飾を使用した場合、他人の知名商品と混同を生じるに足るとみなされる。
そのため、名称、包装等が同一又は類似しても、被告の出所を識別できる顕著な標識があること、原告と被
告商品の相違点、販売ルートや価格等の差等に基づき、混同・誤認を生じさせないと主張することが考えら
れる。

2) 他人の企業名称や名前の不正使用による不正競争訴訟
合理使用の
合理使用の抗弁
被告が使用した企業名称や商号について、被告が商標権や合法使用の権利を持っている場合、関連権利に基
づき、合理使用の抗弁を行うことができる。
誤認・
誤認・混同を生じさせ
混同を生じさせないとの主張
させないとの主張
被告が原告の経営範囲と関連性のない業界、商品、役務等に使用するか、又は、被告の知名度が原告の企業
名称の知名度より遥かに高い等をもって、誤認・混同を生じさせないとの抗弁を行うことができる。
3) 営業秘密訴訟
権利者が主張する営業秘密への否定
① 中国不正競争防止法の保護を受けている「営業秘密」は、非公知性、実用性、経済的利益をもたらす、
等3つの要件を満たさなければならない。被告は、前記の3つの要件に基づき、権利者の営業秘密を否定する
31

ことができる。そのうち、公知性について、最高人民法院が2007年2月1日より施行している「不正競争民事
案件に適用する法律の若干問題についての解釈」によれば、不正競争防止法第10条3項の「公知でない」とは、
関連情報がその所属分野の関連人員に周知の情報ではなく、容易に入手可能な情報ではないことを指す（第9
条）が、以下の場合には、「公知でない」には該当しない（第9条）。
a) 当該情報がその所属する技術又は経済分野の者の一般常識又は業界慣行である場合
b) 当該情報が製品の寸法、構造、材料、部分の簡単な組み合わせ等の内容のみに関わり、市場に出された
後、一般人が製品を見ることにより即時に直接得られる情報である場合
c) 当該情報が既に公開出版物又はその他メディア上で公開された場合
d) 当該情報が公開の報告会、展覧等の方法により公開された場合
e) 当該情報がその他公開のルートを通して入手できる場合
f) 当該情報が一定の代価を支払うことなく容易に入手可能な場合
② 営業秘密の権利者が秘密保持措置を講じていなければ、被告は、これをもって、営業秘密を否定するこ
とができる。最高人民法院が2007年2月1日より施行している「不正競争民事案件審理における法律適用の若
干問題に関する解釈」第11条は、「人民法院は、関連情報の媒体の特徴、権利者の秘密保持の意思、秘密保
持措置の識別可能の程度、他人が正当な方法によって入手できる難易度等の要素を考慮し、権利者が秘密保
持措置を講じたか否かを認定しなければならない。」と規定したうえで、以下のいずれかに該当する場合に
おいては、「権利者が秘密保持措置を講じている」と認定することができるとしている。
a) 秘密情報の開示範囲を限定し、知る必要がある関連人員のみにその内容を告知している場合
b) 秘密情報の媒体に対し、施錠等の保護措置を講じている場合
c) 秘密情報の媒体上に秘密保持の表示を付している場合
d) 秘密情報に対しパスワード又はコード等を採用している場合
e) 秘密保持契約を締結している場合
f) 秘密に係わる機械、工場、作業場等の場所への侵入者を制限し、又は秘密保持を要求している場合
g) 秘密保持を確保するためのその他の合理的措置を講じている場合
被告の訴えられた技術が独自に
被告の訴えられた技術が独自に研究開発して得たことによる抗弁
最高人民法院が2007年2月1日より施行している「不正競争民事案件審理における法律適用の若干問題に関す
る解釈」第12条によれば、独自に研究開発して営業秘密を得た場合については、不正競争防止法第10条1号、
2号に規定する営業秘密侵害行為と認定しないと規定している。そのため、被告は、自分が被疑侵害技術に
ついて独自に研究開発したことを証明する証拠を十分に提出することを通じて、抗弁を行うことができる。
リバース・
リバース・エンジニアリングの抗弁
最高人民法院が2007年2月1日より施行している「不正競争民事案件審理における法律適用の若干問題に関す
る解釈」第12条によれば、リバース・エンジニアリング等の方法により得た営業秘密は、不正競争防止法第
10条1号、2号に規定する営業秘密侵害行為に認定しないと規定している。上記にいう「リバース・エンジニ
アリング」とは、技術手段を通じて公開のルートで取得した製品を分解、測量・製図、分析等を行うことに
より当該製品の技術関連情報を得ることを指す。当事者が不正手段によって他人の営業秘密を入手した後、
リバース・エンジニアリングを理由に入手行為が合法であると主張する場合、認められない。
善意で合法的なルートにより得たとの抗弁
被告が善意で合法的なルートで、被疑侵害技術を入手したことを証明できる場合、これを理由に抗弁を行う
ことができる。例えば、譲渡、ライセンス、技術提携等を通じて、他人から営業秘密を入手し、かつ、当該
営業秘密が他人への侵害に該当することを知らなかったと認められる証拠がある場合、営業秘密に該当しな
いと判断される可能性がある。
被疑侵害技術と権利者の営業秘密が同一でも類似でもないとの抗弁
訴えられた技術と権利者の営業秘密が同一でも類似でもない場合、被告はこれを持って、非抗弁を行うこと
ができる。
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4. いざという時のための準備
（1）先使用権の概念、先使用権確保のための準備
中国専利法第69条1項2号に規定された先使用権
とは、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
用の必要準備を完成した場合、先使用者は専利出願
日後に、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である。即

ち、後に専利権者による専利出願がされても、先使
用者の製造又は使用行為は、専利権侵害行為に該当
しない。
先使用権証拠の確保のためには、以下の準備をし
なければならない。

1) 先使用技術実施の証拠の準備
先使用権の各要件（時間要件、主観的要件、行為要件、従来範囲の要件）に基づき、下記の証拠を収集す
ることができる。
可能な証拠
留意点

時間
要件

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
技術関連資料、契約、取引明細、領収書、公証書等に
反論されるおそれが高い。従って、でき
記載された完成日付。
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
関係技術の入手ルートを証明するばかり
面の案等に記載された完成者の名前。
でなく、当該入手ルートが、合法的であ
②技術の合法譲渡に関する契約書、譲渡対価支払いの
ることも証明する必要がある。
領収書、譲渡された技術資料原本、説明等。

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等の完全
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
る報告書等。
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等。
②事業関連資料
販売、ライセンス等の取引契約書、下請契約書等。
事業計画書、事業提案書、事業開始決定書等。
領収書、取引明細、財務書類等。
カタログ、納品書等。
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
る証拠等。
各種類の汎用設備、専用設備及び専用工具、ダイス等
の購入或は製造に係る証拠。専用設備を必要としない
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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、図面等に係る証拠は、い
ず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、関連技術内容又は
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。

実施
範囲

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。
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、従業員名簿等。
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、設備購入記録等。
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、購入領収書等。
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
書等。
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、従業員等の要素から、毎月、毎
年達成できる生産能力等に係る説明。

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。

2) 先使用権証拠保全案の策定
①公証による先使用権証拠保全
公証による証拠保全とは、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す。
中国で先使用権確保を行う際に、公証をよく利用する。先使用権証拠に関する公証確保手続は非常に便利
で、いつでもどこでも保全を行うことができ、かつ確保された証拠は訴訟事件で使用するできるばかりでな
く、行政・仲裁・和解等の非訴訟事件でも使用することができる。特に、専利権侵害事件において、被疑侵
害者は先使用権抗弁を主張するケースが多いが、多くの場合は、証拠の真実性、証拠力に瑕疵があり人民法
院に認められていないため、公証による先使用権の証拠保全は、更に必要であり、人民法院に採用される確
率も非常に高いと考えます。
②公証による先使用権確保の手順
代理人との事前打ち
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。
合わせ
公証に必要な技術
公証に必要な技術資
に必要な技術資
上表の「行為要件」「可能な証拠」「①技術関連資料」を参考していただく。
料の用意
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。

公証申請必要書類の
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。
準備
公証機関に対する公 公証人と事前に打合せを行い、公証対象の情況、製造ラインの概要等を説明する。
証の申請及び情況説 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
明
等を見学できる。
公証の実施
公証書の発行

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。
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。
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③公証による先使用権確保の留意点
公証人の選定については、公証機関の管轄範囲の規定により、実施地の公証機関に
おいて行うことは原則である。中国の公証機関は、先使用証拠保全のための公証手
公 証 機 関 の 選 定 に 続の経験が少ないため、公証手続きを行う場合、事前に公証機関に説明し、具体的
関して
なやり方を検討する必要がある。
また、瑕疵がない先使用権証拠を取得するためには、具体的な公証手続を実施する
場合、弁護士又は代理人の立会いの下で行なうことが好ましい。
先使用権を確保するため、新たな発明創造については、早めに先使用権確保を行っ
公 証 の タ イ ミ ン グ たほうがいい。
に関して
また、中国では、先使用権に基づく実施範囲は専利出願前における生産力が限界で
あるため、生産規模を拡大した場合、その都度、増設した設備、生産ライン等につ
いて先使用権確保を行う必要がある。
法律によれば、公証書を発行した後、公証過程に係る全ての書類は、公証機関より
整理・管理する。ファイルにならない実物等については、その写真及び実物の名称、
数量、規格、特徴、保管場所等の内容を明記し、書面記録を添付資料としてファイ
公証された資料の
ルとする。
保管に関して
ただし、実務において、ファイルにならない封印物等については、公証機関の保管
スペースの原因で、公証機関と請求者と協議の上、請求者の敷地内に保管する場合
が多い。当事者の敷地内に保管する場合、保管者、保管場所、保管期間、保管方法
等を公証書に記載したほうがいい。
公証人は、公証法に基づき秘密保持義務を有する。先使用行為者は、公証人と秘密
先 使 用 技 術 に 対 す 保持契約を締結することができるが、公証機関に拒否される場合も多い。したがっ
る 秘 密 保 持 に 関 し て、どうしても秘密保持契約を締結したい場合は、公証人を説得する必要がある。
て
また、秘密漏洩を防止するために、公証人に対する説明は、表面的なものだけで十
分で、具体的な技術内容、技術ノウハウまで説明しなくてもいい。

3) タイムスタンプによる先使用権確保
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が指す。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ある。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る。
①タイムスタンプによる先使用権確保の手順
代理人との事前打ち 代理人と事前に打合せを行い、タイムスタンプの確保に必要な書類、技術内容、設
合わせ
備情況を把握する。
タイムスタンプ機関 タイムスタンプ機関の要求にしたがって、タイムスタンプ機関のシステムで、申請
のシステムで申請者 者の名義で登録を行う（申請者の名義でタイムスタンプ確保に必要な書類等を送信
の名義で登録する
するために）
先使用権確保に必要 ユーザは、先使用権確保に必要な書類を、タイムスタンプサービス機関のシステム
な証拠を送信
に送信する。
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ユーザが送信した書類について、タイムスタンプ機関は自動的に受領したうえ、該
タイムスタンプ機関 書類を HASH コーディングすることによりパスワードを追加し、かつデータを形成し
のシステムによる取 た後、当該データを DTS（Data-Transmission System、以下同様）に発信し、DTS に
り扱い
てファイル概要を受信した期日とタイム情報を加えてから、再度当該ファイルに対
しパスワードを付け加えたうえ、ユーザに返送する。
②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 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
る確保ができる書類 備も重要な証拠となる。この場合は、工場設備、製造ラインに撮影を行って、タイ
ムスタンプによる確保を行うことができる。タイムスタンプによる確保は、電子書
類だけでなく、映像もできることに留意する必要がある。
タイムスタンプ確保
の証明力

電子署名法に基づくと、タイムスタンプを利用した電子証拠は、法律上証明力を有
する。ただし、裁判実務において、タイムスタンプを利用して確保した証拠は、ま
だ部分人民法院のみで認定されたので、先使用権確保において、タイムススタンプ
による確保を採用することは慎重にする必要がある。

タイムスタンプ確保
を行った電子資料の
保管

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、修正等を行
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。

（2）公知化
又は約定により制約を受けている場合のみならず、
社会観念又は商習慣上守秘義務を負うと考えられ
公知化について、中国の専利法第 22 条 5 項にお
るものも含む。例えば、黙示の了解による守秘も含
いては、従来技術として規定されている。つまり、
まれる。ただし、守秘義務を負う者が規定、協定又
出願日以前に、国内外の出版物において公式に発表、
は黙示の了解に反して秘密を漏洩し、技術内容が開
国内外において公式に使用、又はその他の方式によ
示され、公衆が当該技術を知った場合、公知になる。
り公然知られた技術が含まれる。
旧法では「世界公知・国内公用」が採用されてい
2) 公知化証拠の準備
るため、外国のみにおいて公に実施されている技術
が、中国出願の新規性に影響を及ぼすことができな
公知化証拠の準備においては、その公開の方式が
かった。それに対し、改正専利法では、新規性の一
異なることにより、証拠も異なる。
つの要件として「出願日前に国内外で公衆に知られ
①
出版物による公開
ている技術に該当しない」ことを明記した。公知化
専利法上の出版物とは、印刷したものにも限らず、
を証明するためには、以下の条件を満たさなければ
書面にも限らない公知技術や意匠の内容を記載し
ならない。
た媒体であり、技術又はデザインの内容を記載して
①
公知化を証明するためには、専利権の出願
おり、かつ公式な発表又は出版の時期を表示してい
日前に公開されていなければならない。優先権を主
るか、又はその他の証拠で時期を証明することがで
張している場合には、優先権日を指す（実施細則第
きるものをいう。例えば、専利公報、科学技術関連
11 条 1）。
の刊行物、カタログ、書籍、技術マニュアル、学術
②
技術に対し第三者がアクセスが可能な状態
論文、専門文献、教科書、正式に公表された会議議
でなければならない。つまり、出願日以前に公衆が
事録又は技術報告書等である。
取得できる状態にあり、かつ、公衆がアクセス可能
出版物の場合、通常、出版物そのものに記載され
た印刷日や、インターネットで公開された日付等を
な状態である旨を証明すれば宜しい。
持って証明する。しかし、インターネットで公開さ
③
技術の開示において、秘密保持状態の制限
れた日付は、改ざんの可能性が高いため、出願日前
を受けてはならない。秘密保持状態とは、守秘契約
1) 公知化の概念
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に、ネット情報へ公証等を行う場合が多い。このよ
うな公証を通じて、遅くとも公証実施日には、関連
技術が公開されたことを証明できる。仮に、出願日
前に、ネット情報について公証を実施できなかった

場合、その情報が掲載されているウェブサイトの運
営者からその公開時期や改ざん性の有無等につい
て証明を発行してもらうことが考えられる。

②

その他の方式による公開
出願日前に、公的な場所である技術やデザインを使用する場合、そのような証拠は、
公然実施の証拠として利用できる。例えば、公共施設で専利製品を使用する等が含
む。その場合、公的な場所で技術やデザインを使用する過程について、公証人の立
会いで公証を行うことが考えられる。また、特許や実用新案の場合、製品の中身や
使用による公開
使用による公開
構造等についても証明する必要があるため、その中身を証明できる証拠を更に保全
する必要がある。例えば、関係機関の許可を得て、公的な場所で使用する製品を解
体して、証拠保全を行うか、又は、使用している製品と同じ製品を封印する等が考
えられる。
出願日前に、専利製品を特定していない第三者に販売した場合、そのような証拠は、
公然実施の証拠として利用できる。例えば、出願日の前の販売過程について公証を
行い、販売を証明できる販売契約、税関による輸出入証書、中国顧客による受取書、
販売による公開
領収書等を合わせて証拠として保全したほうがよい。また、これらの書類を通じて、
出願日前に販売した製品がどの製品であるかを確定できるように、型番、製品名、
出荷番号、輸出入番号等を一致させるか、又は、出願日前に販売した製品を封印し
て保管することも考えられる。
出願日前に、展示会で専利製品を展示したことがある場合、そのような証拠は公然
実施の証拠として利用できる。例えば、出願日前に、展示会にて関係製品の展示状
況又は展示過程について公証人の立会いで撮影を行い、しかも、カタログ、宣伝 DVD
等を公証人の立会いで入手することが考えられる。しかし、特許や実用新案に係る
展示による公開
製品である場合、関連技術の内容説明が一切なければ、当業者が、当該構造、機能、
又は材料成分を知ることができない場合、単に製品を展示したというだけでは、公
然実施による使用に該当しないと判断される可能性がある。その場合、関係製品を
解体して展示したり、その内部の構造が見られる形で展示し、その内容について公
証を行うことが考えられる。
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Ⅳ 訴訟後の実務

1.判決の履行
判決の確定後に、敗訴側は判決書の所定期間以内
に人民法院が言い渡した判決内容を自発的に執行
すべきである。ただ、敗訴側による自発的な履行行
為はあまり期待されない。
実務において、勝訴側は、より効果的、かつ早め
に金員的な対価を受取るために、敗訴側は、より少
ない金銭を支払うために、両方当事者は、自ら執行
方式、賠償金等について、和解を達成するケースも
ある。
なお、敗訴側が判決書の所定期間内に債務の履行
を拒み、かつ、双方で和解協議等も達成しない場合、
勝訴側は人民法院に執行申請を提出することがで
きる。
（1）効果的な強制執行のためのアドバイス
執行通知の旨は、被執行人に対して自覚的に法的
義務を履行することを督促することにより、強制措
置の採用を回避するためである。しかし、司法実務
において、被執行人は、執行通知を受け取った後、
往々にしてその義務を履行せずに財産を転移し、執
行から逃げようとする場合がある。したがって、
2013 年から実施された新「民事訴訟法」の規定に基
づき、人民法院は、被執行人に対して執行通知を発
送すると同時に、直ちに強制的な執行措置を採用す
ることができると定めている。直ちに強制的な執行
措置を採るか否かについては、人民法院の執行官が
事件の状況に応じて裁量で決めることができる。
被執行人の立場からみれば、通常、履行を拒む状
況は二種類に分けられている。一つは被執行人に履
行の能力があっても履行しない場合で、もう一つは
被執行人に履行の能力がなくて履行できない場合
である。第一種類は比較的よく見られるケースであ
る。実務上、執行から逃げる数多い事件は、いずれ
も被執行人に財産があってもその財産を転移する
ことにより、履行を拒むための目的に達し、司法関
係者の執行上の難度を増大させることである。効果
的な強制執行を進めるためには、以下の面で留意し
なければならない。
1) 被執行人の統一社会信用コードの提供
被執行人の財産を取り調べることは、被執行人の
履行能力に対する認定、執行方法の決定、執行措置
の適用のための重要な前提でもあれば、事件の執行
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の成敗に係るキーポイントでもある。したがって、
執行を申し込む前に事前に被執行人の財産状況を
把握することは十分かつ肝心なことである。最高人
民法院の「人民法院の執行業務における若干の問題
に関する規定（試行）」第 28、29 条では、被執行
人の財産を探すときは三種類のルートを通じるこ
とができる。一つは申請人が相応する情報を提供す
ることにより、被執行人の財産を探すことで、もう
一つは人民法院が職権により探すことで、三番目は
被執行人が自ら提供することであると規定してい
る。
申請人が被執行人の財産に係る情報を提供する
ことは比較的難しいことである。また、被執行人が
自己の財産について報告するときは、報告しなかっ
たり、しいては偽称したりする現象がよく発生する。
したがって、実務上では主に人民法院がその職権に
より被執行人の財産状況を調査しているが、通常、
人民法院は、申請人に対して被執行人の統一社会信
用コードを提出すよう要求していることが多い。裁
判官は、当該情報に基づき、直接人民法院と銀行、
公安、国土、建築、工商、税務等との間に構築した
情報共有専用ネットワーク調査統制プラットフォ
ームを通じて、被執行人の銀行預金、車両、不動産
と土地所有権登録、工商登録等情報を調べることが
できる。
2) 被執行人の知的財産権に係る情報の提供
「最高人民法院による人民法院の執行業務にお
ける若干の問題に関する規定（試行）」第 50 条で
は、「被執行人が発効法律文書に確定された義務を
履行しない場合、人民法院は、被執行人がその専利
（特許・実用新案・意匠）権、登録商標専用権、著
作権（財産権部分）等の知的財産権を譲渡すること
を禁止させる裁定の権利を有する。上述の権利につ
いて関連登録業務主管部門が存在する場合は、同時
に関連部門に執行協力通知書を発送することによ
り、関連部門に対して財産権の転移手続をしてはな
らないことを要求すべきであり、必要に応じては被
執行人に対してその財産権又は使用権証書を人民
法院に保存させることを命じることができる。前項
の財産権について、競売、換金等の執行措置を取る
ことができる。」と規定している。

申請人は、管理当局のウェブサイトにて被執行人
の知的財産権に係る保有情報を調べることができ
るが、仮に被執行人が価値のある専利又は商標を保
有しているときは人民法院にその執行を申し込む
ことができる。しかし、知的財産権の価値について
直ちに確認できないので、資質のある評価機構によ
る専門評価が必要になる。評価には時間も掛かれば、
評価費用の支出も必要となり、かつ、後続的な執行
では競売に及ぼすことが有り得る。したがって、仮
に知的財産権自体の価値が比較的低い場合は、被執
行人の知的財産権に対する執行を考慮しなくても
よい。逆に、仮に被執行人が保有する知的財産権の
価値が比較的大きい場合は、知的財産権を執行する
方法を通じて債務の履行を確保することができる。
3) 判決確定証明書の提出
執行申請を提出するためには、判決書及び一般的
な手続き資料を提出するほかに、通常、「判決確定
証明書」の提出が要求される。当該書類については、
発効判決書を言い渡した人民法院にその発行を申
請すべきである。判決確定証明書には、判決書の確
定日が明記されているが、当該確定日に基づき、延
期履行に関する利息を算出することができる。

（2）判決不履行に対する施策
1）執行和解
「民事訴訟法」第 230 条の規定に基づき、執行手
続の中で双方当事者は、自発的に和解協議に達する
ことができる。また、前述のように、実務において、
申請人は、より効果的、かつ早めに金員的な対価を
受取るために、被執行者は、より少ない金銭を支払
うために、両方当事者は、執行手続中、賠償金等に
ついて、和解を達成する場合がある。したがって、
賠償金が高すぎて被執行者が履行しようとしない
場合、かつ、人民法院も被執行人の財産情報を把握
できていない場合、申請人は、適当に賠償金を削減
することを提示して、和解を達成することもある。

もし、和解を達成したら、申請人は、より早い段階
で、和解金額を確実に取得できる。
執行和解協議には強制的な執行力がないので、当
事者が主動的に履行するしかなく、人民法院に強制
的な執行を申し込むことができない。執行申請人が
詐欺、脅迫を受けて被執行人と和解協議に達したり、
又は当事者が和解協議を履行しない場合、人民法院
は、当事者の申込に基づき、元発効法律文書に対す
る執行を回復させることができる。
2）被執行人又は主な責任者に対する出国制限等
の措置
「民事訴訟法」第 255 条の規定に基づき、被執行
人が法律文書に確定された義務を履行しない場合、
人民法院は、被執行人に対する出国制限措置を採っ
たり、又は関連企業・団体に対して出国制限措置を
取ることに協力することを通知し、信用情報収集シ
ステムに記録すること、媒体を通じる義務不履行情
報の公布及び法律に規定するその他の措置を採る
ことができる。
実務において、被執行人が判決書の履行を拒むこ
とが発生したとき、人民法院にその主な責任者に対
する出国制限を申し込むような手段等を通じて、被
執行人にプレッシャーを掛けて和解に達した事例
がある。企業の責任者は、業務のニーズに応じて常
に出国し、打ち合わせをする可能性があるが、その
出国を制限することは、相手側にプレッシャーを掛
けられる絶好の方法ともいえる。
3）履行遅延期間の債務利息の二倍支払
「民事訴訟法」第 253 条の規定に基づき、被執行
人が判決、裁定とその他の法律文書における指定期
間のとおりに金員支払義務を履行していない場合、
申請人は、履行遅延期間の債務利息に対する二倍の
支払を請求することができる。

2.判決結果の公表
各級人民法院は、2014 年 1 月 1 日から「最高人民
法院による人民法院がインターネット上で裁判文
書を公布することに関する規定」の要求に基づき、
続々すでに効力を生じた裁判文書を中国裁判文書
サイト（http://wenshu.court.gov.cn）に公布して
いる。2016 年 7 月 25 日、最高人民法院審判委員会
は、改正後の「最高人民法院による人民法院がイン

（1）法院による公開
「民事訴訟法」の規定に基づき、公衆は、すでに
法的効力を生じた判決書、裁定書を閲読することが
できるものの、国家秘密、営業秘密と個人のプライ
バシーに係る内容はその例外である。
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ターネット上で裁判文書を公布することに関する
規定」を討議・採択したが、当該規定は 2016 年 10
月 1 日から施行されている。
今回の改正は次のような内容に及んでいる。
1）裁判文書の公開範囲に対する更なる拡大
公開すべき裁判文書の類型には、各種の判決書、
裁定書、決定書、上告拒絶通知書、支払命令、行政
調停書、民事公益訴訟調停書、及びその他の訴訟手
続の中止・終結の役割がある裁判文書、又は当事者
の実体権益に影響をもたらす裁判文書、当事者の手
続権益に重大な影響をもたらす裁判文書を含む。
「個人のプライバシーに及んでいる」裁判文書も
「個人のプライバシーに及んでいる内容」を省いて
からネット上に公開すべきである。しかも、すでに
上訴、控訴が提起された一審裁判の文書も公開の範
囲に納入すると同時に、二審裁判の文書との間に有
機的な関連性を講じることにより、事件の審理と裁
判に係る全貌を完璧に現すべきである。
2）非公開情状に対するより明確な規範化
「調停の方法により終結し、又は人民調停協議効
力を確認する」裁判文書について、原則としてはウ
ェブサイトに公開しないものの、国家利益、公的利
益、他人の合法的権益を保護するために、確かに公
開する必要がある場合は公開するものとする。「離
婚訴訟の裁判文書又は未成年者の扶養・監護に係る」

裁判文書は、ウェブサイト上にて公開しないことを
明確化した。
また、公開しない裁判文書について、国家秘密を
漏洩するおそれがある内容を除き、中国裁判文書サ
イトにて事件番号、審理法院、裁判期日及び公開し
ない理由を公布することを要求し、裁判文書の公開
業務に対する各界の監督を十分に受け入れ、公開す
べき裁判文書の全部の公開を確保すべきである。
（2）侵害者情報の自社サイトへの公開
判決書が確定された後、勝訴側は、判決書又は
判決結果を自社サイトに掲載して、知財保護成果と
してアピールしている。判決書の内容が個人プライ
バシー、営業秘密、国家秘密等に係っている場合、
サイトに掲載することは、侵害行為を構成するので、
留意すべきである。
そのほかに、権利者は、被疑侵害品を発見した場
合、自社サイトにおいて、注意喚起文又は「厳正声
明」を掲載して、消費者に注意を喚起することがで
きる。もし、侵害の判断が明らかではない場合、名
誉毀損のおそれがあるので、侵害者の情報を掲載す
ることに慎重に取り扱うべきである。その時は、
「市
場で○○製品が流通しているが、当社の真正品では
ないので、クライアントにおかれましては注意して
ほしい」、「真偽を判断したい場合は、下記の連絡
先までご連絡ください」旨の内容を掲載することが
思われる。

3.再犯予防のための監視
（1）再犯の可能性
侵害により得る利益が、違法コストに比べて大きいので、再犯するケースはよくある。また、一部分の侵
害者は、1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もある。
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、
侵害行為を抑制することができる。
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
が得策である。
（2）再犯の防止手段
1）勝訴した事実に関する広報
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ある。模倣品対策は時間、労力、費用をかけ
て行なわれるが、対策終了後、その結果についても広報して、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を抑えることができる。広報の媒体としては、自社サイト、又は、業界人気
サイト等に関連記事を掲載することができる。
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2）継続的市場監視
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
ある。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
必要がある。
 市場監視手段
①

流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場への調査

②

インターネット上の定期調査

③

代理店、ライセンシー等からの情報の入手

④

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
3）税関にての監視

税関は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
に係わる貨物の出入を取締まるうえで、重要な役割を果たしている。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る。商標と著作権に対して保
護措置をとるほか、特許、実用新案、意匠も税関保護の範囲に入っている。税関は侵害に係わる貨物を没収
するので、国内又は国外へ運び返すことはできない。
知的財産権が税関総署に登録された後、その登録情報は、全国ネットワークにアップロードされる。各地
方税関は、登録情報に基づき、輸出入貨物が、登録されている知的財産権を侵害しているか否かについて監
督管理する。全国の各地方税関の職権による現場における法執行を通じて、効果的に知的財産権を保護する
だけではなく、輸出入分野における自社知的財産権の侵害状況を把握することもできる。従って、早めに知
的財産権を税関に登録して、税関による監視を通じて、侵害行為の再発等をある程度把握することができる。
（3）再犯重罰に関する規定
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ないが、2013 年に改正した「商標法」
第 63 条は、中国で初めてて知財権侵害に係る懲罰的賠償に関する規定を適用するようになっている。目下、
改正を進めている「著作権法」と「専利法」も改正草案等において、懲罰的賠償制度を導入している。
下記第 63 条第 1 項においては、「悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には上述の方法で
確定した金額の 1 倍以上 3 倍以内に賠償額を確定することができる」とされている。再犯の場合、「悪意に
より商標権を侵害し、深刻な事情がある場合」に該当すると思うが、1 倍以上 3 倍以内の賠償額を主張する
余地があると思われる。
 「商標法」第 63 条第 1 項
商標権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定するものとする。実際の
損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利
者の損失又は侵害者の取得利益を確定することが困難な場合には、当該商標の使用許諾費用の倍数に基づき、
合理的に判断することができる。悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確
定した金額の 1 倍以上 3 倍以内に賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止する
ために払った合理的な支出を含む。
かつ、商標法第 60 条第 2 項に基づき、工商取締りにおいて、5 年以内に商標権侵害に当たる行為が 2 回
以上あるか、又はその他の深刻な事情がある場合には、厳罰すると定めている。
 商標法第 60 条第 2 項
工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合には、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、登録商標標識の偽造のために使用する主な器具を没収、廃棄処分し、違法売上が 5 万元
以上の場合には、違法売上の 5 倍以下の罰金を科すことができる。違法売上がない又は 5 万元未満の場合に
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は、25 万元以下の罰金を科すことができる。5 年以内に商標権侵害に当たる行為が 2 回以上あるか、又はそ
の他の深刻な事情がある場合には、厳罰に処らせる。商標権の侵害製品であることを知らずに販売し、当該
商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者を説明できる場合には、工商行政管理部門は、侵害行
為の停止を命じる。

[執筆協力] 北京林達劉知識産権代理事務所

【免責条項】ジェトロは、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及
び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえ JETRO がかかる
損害の可能性を知らされていても同様とします。また、掲載内容は法律改正等によって変わる可能性があり、
掲載した情報・コメントは著者及び JETRO 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はないことを予めお断りします。
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