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序 
 
 我が国製造業の海外展開が加速しています。財務省の国際収支統計によると、製造業の

2006 年海外投資は前年比で 40％近く増え、４兆円を超えました。 
 また、経済産業省の海外事業活動基本調査においても 2005 年度の海外現地法人（製造業）

売上高は 87 兆 4,000 億円、海外生産比率は 16.7％と、いずれも過去最高を更新し、海外事

業拡大の動きは続いています。一方、海外生産の拡大は国内にも好影響を与えており、同

調査では国内販売高も海外販売高に比べて伸びは低いものの、増加傾向にあります。海外

拠点の生産・販売の拡大に応じて、日本から高付加価値の製品・部品の輸出が増加してお

り、国内生産を後押ししています。国内市場が成熟化し、今後は高成長が難しい中、経済

のグローバル化が進展する中での我が国製造業の新たな方向性と言えましょう。 
 我が国機械工業の再浮上の鍵も海外需要の開拓が握っていると言えます。企業が海外事

業を拡大するには、その前提として海外現地情報の収集が不可欠であり、海外情報のニー

ズが高まっています。当会では自ら現地情報を収集することが難しい中小企業などの要望

を受け、海外機械工業に関する情報収集、提供事業を行っています。 
  海外事業展開の重要性が増す中、世界一の人口を持つ中国では、有望な市場および生産

基地として、多くの外国企業が事業活動を展開しています。 
本報告書は、㈱三菱総合研究所に委託し、中国内の法制度整備の遅れから海外からの進

出企業は知的財産権保護への対応を迫られていることから、中国に進出したＥＵ機械産業

の知的財産保護策の実態を調査し、我が国機械産業の中国事業戦略策定に有用な情報を提

供すべく調査を行い、その結果をとりまとめたものです。 
各位の事業活動の参考として頂きたく、ご高覧に供する次第です。  

 
平成 20 年 3 月 
                        社団法人 日本機械工業連合会 
                                                会 長  金 井  務 
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１．調査・研究の背景と目的 

本件調査研究は、中国において EU 外資系企業が直面する知識財産権保護の実態研究を主

な目的としている。 

EU 加盟国であるドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スウェーデン、デンマークに

本拠地を有し、中国に現地法人を持つ企業から、主な生産活動を機械製造領域に置く企業

をリストアップし、訪問インタビュー形式で知財権保護の実態解明に迫った。 

調査に先立ち、中国における知識財産権(中国語：知识产权)の定義、関連法規、関連組織

を把握し、知財権に関わる外資系企業を中心とした紛争事例を研究することにより、中国

知財権の現状把握を行つた。 

調査企業の選定に際しては、中国工商企業名録、中国外資企業名録、インターネット素

材などの企業情報から EU 系現地法人を特定しリストアップ、その後電話インタビューによ

り、企業の重要な課題として知財権保護に取り組んでおり、調査を承諾した企業をスクリ

ーニングし、調査員による訪問インタビューを実施した。そして、インタビュー調査から

得られた結果を分析し、EU 諸国企業が中国において知財権保護にいかに取り組んでいるか

その実態解明に努めた。 
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２．中国の知的財産保護政策の現状 
２－１．中国知財権の定義 

知財権の定義：  

知財権は著作権と工業所有権から構成される。著作権とは、文学、芸術、科学技術作品

の原作者が法に基づいてその作品に対して享有する民事権利である。工業所有権とは、生

産活動によって得られる創造的な知的労働成果を法に基づいて取得した権利である。工業

所有権には特許権のほか、商標、サービスロゴ、メーカー名、商品ロゴ又は原産地名称も

含まれる。 

知財権の内容：  

 知財権は、特許権、商標権、著作権から構成される。 

（１）特許権 

1）特許権の定義：特許権とは、法律に応じて発明創造者又は機関に授与される発明創造の

結果に対する独占使用、処分の権力である。 

2）特許権の主体：特許権を有するまたは申請する権利があり、かつ相応の義務を負うこと

ができる者であり、個人と法人が含まれる。 

3）特許権の客体：発明、実用新案、外観デザイン。 

4）特許権人の権利：独占実施権、許可実施権、譲渡権、放棄権、標識権。 

5）特許権人の義務：特許実施の義務、年費納付の義務。 

 

解説：特許権と特許保護は、国家特許管理局に発明創造の特許出願を提出し、法律に基づ

く審査に合格した後に、特許申請者に授与した指定期間内の当該発明創造の専有権

を指す。発明創造は特許権が授与された後、特許権人は当該発明創造に独占権を所

有し、いかなる機関と個人も特許権人の許可を経ずにその特許を実施してはならな

い。すなわち生産経営を目的にその特許製品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入

をしてはならない。発明特許人の許可を経ずにその特許を実施し、すなわちその特

許権を侵害することで引き起こした紛争は、当事者が協議して解決するものとする。

協議ができず、または協議で合意できない場合、特許人又は利益関係者は人民法院

への起訴、または特許管理部門への処分請求ができる。特許保護には司法と行政の

観点から「平行運営、司法保証」という２つの保障体制がある。本地区の行政保護

には巡回法律執行、連合法律執行の特許法律執行方式が採用され、深刻な権利侵害

を重点的に取り締まる。 
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（２）商標権 

1）商標権の定義：商標は、もっぱら異なる商品を区別するために設計し、意識的に商品の

表面に貼り付けたマークを指す。商標権とは、商標使用者が法律に基づいて使用する商

標に付帯する権利である。 

2）商標権の主体：商標権を申請し、取得した法人又は個人。 

3）商標権の客体：国の商標局の承認の基に登録され、商標法の保護を受ける商標、すなわ

ち登録商標であり、商品商標とサービス商標が含まれる。 

4）商標権人の権利：使用権、禁止権、譲渡権、許可使用権。 

5）商標権人の義務：使用商標の商品品質を保証し、規定した各項目費用を払い込む義務。  

 

解説：商標権は、商標主管機関が法律に基づき商標所有者に授与する専有権である。商標

は、商品とサービスの源を区別する商業性マークであり、文字、図形、字母、数字、

三次元マーク、色によって構成され、または上述要素の組み合わせで構成されたも

のを指す。中国では商標権の獲得は商標登録手順を履行しなければならず、申請先

行原則を有している。商標は産業活動における識別マークで、その役割は産業活動

における秩序維持にある。 

 

（３）著作権 

1）著作権の定義：著作権とは公民、法人または非法人機関が法律に基づいて自らの文学、

芸術、自然科学、エンジニアリング技術などの作品に享有する専有権である。 

2）著作権の主体：著作権の所有者、即ち著作権人である。作者、著作権を受け継ぐ人、法

人または非法人機関、国家が含まれる。 

3）著作権の客体：著作権保護を享受できる作品で、文学、芸術科学作品に及ぶ。それは作

者が創作し、ある種の方法で固定し、複製することができる知力成果である。 

4）著作権人の権利：人格権と財産権。人格権には発表権、署名権、修正権、作品完備保護

権が含まれる。財産権には使用権、報酬取得権が含まれる。 

 

解説：中国では著作権を広義に用いる場合、(狭義的)著作権、著作隣接権、コンピュータ

ソフト著作権などが著作権法で定めた範囲に属する。これは著作権人が著作物(作

品)の利用を独占する排他的権利である。狭義的な著作権には発表権、署名権、修正

権、作品完備保護権、使用権、報酬取得権(著作権法第 10 条）が含まれる。一般に

は著作権を著作人格権と著作財産権に分けるのは妥当ではないとされている。著作
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権と特許権、商標権は時には交差する場合があり、これは知財権の１つの特徴とな

っている。 

 

２－２．中国知財権にかかわる関連組織 

◆管理機構 

（１）国家知識産権局 

 1980 年に国務院の許可を経て設立、1998 年に国務院の組織改革で中国特許局を国家知識

産権局に名称を変更した。国務院直属の特許作業と外国関連知財権事務の統括管理を担当

する機関としている。 

図表 2- 1：中国国家知識産権局組織図 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職能部門

事務室

人事司

条例・法律司

国際協力司

協調管理司

計画発展司

退職幹部部

監査事務室

総合管理部門

事務室

人事教育司

審査業務管理部

自動化部

党委員会

初歩審査・フロー管理部

機械発明審査部

電気学発明審査部

通信発明審査部

医薬・生物発明審査部

化学発明審査部

光電技術発明審査部

材料工学発明審査部

実用新型発明審査部

外観デザイン審査部

特許文献部

中国専利技術開発公司

国家知識産権局
特許複審委員会

国家知識産権局機関サービスセンター

知識産権出版社

中国知識産権報社

中国特許情報センター

国家知識産権局知財発展研究センター

国家知識産権局特許検索センター

国家知識産権局特許審査協力センター

中国知財権研究会

中華全国知財代理人協会

中国特許保護協会

中国発明協会

審査業務部

その他の直属機関

主管社会組織

国
家
知
識
産
権
局
専
利
局

中
華
人
民
共
和
国
知
識
産
権
局

（出所：国家知識産権局）  
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◇国家知識産権局の主な職能部門とその職能 

1）事務室 

①局システムの政務関連業務を組織、他部門と協調し、政策関連の問題を研究、解決する。  

②局全体の協調が必要な特許および知財権の業務を担当する。  

③局が指導する重要な業務に向けた協力関係構築、検査督促に協力する。  

④特許や知財権業務の政策研究、重要な文書や報告の起草、局システムの規則制度の制定

を担当する。  

⑤局の公文書の管理、機密、当直、投書、機密保持、保存文書管理、会議組織といった日

常の秘書業務を担当する。  

⑥局の宣伝と局システムの法律普及を担当する。  

⑦国内の政務情報の新聞掲載、交換、その他の情報関連の管理業務を担当する。  

⑧局システムの行政管理の規則や局機関の行政事務の管理を担当する。  

⑨局の傘下機関の監査作業を担当する。  

⑩直属機関の党委員会の日常業務を担当する。  

⑪局が委託するその他の業務を遂行する。 
 

2）人事司  

①国家の人事や労働賃金の方針、政策を徹底する実施法案を研究かつ提出し、政策関連の

問題を調整、解決する。  

②局システムの人事、労働賃金の規則制度や企画、計画の制定業務を担当する。  

③局機関および局所属の事業機関設置や人員編成の管理を担当する。  

④局組織の人員と幹部の管理権限内にある人員の人事管理を担当する。  

⑤局の人材導入業務に参加し、人材導入業務指導グループ事務室の業務をリード、担当す

る。  

⑥局組織および全国の特許システムのトレーニング業務の年度計画と中長期計画の制定

を担当し、またマクロ管理と組織調整を実施する。  

⑦局傘下の事業機関、社会団体の人事業務を担当する。  

⑧局傘下の事業機関の専門技術職務（職称）評定の政策、方法の制定と実施を担当する。  

⑨全国特許システムの先進的集団、先進的業務者の評定を行う。  

⑩局の外部駐在人員の人事管理と局システムの出国人員の政治審査を担当する。  

⑪局人材資源事務室の業務に参加する。  

⑫ 局が委託したその他の業務を遂行する。 
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3）条例・法律司 

①特許法およびその実施細則の改正業務を組織する。  

②関連の知財権法規を研究、起草する。  

③特許法実施細則および関連の法規、規則の解釈を担当する。  

④知財権に関する国際条約の制定と改正を提案する。  

⑤知財権の対外交渉の法案を提案する。  

⑥知財権の法律、法規面で必要な調整を担当する。  

⑦特許の権利確定、権利侵害の判断基準を制定し、また管理機関を指定する。  

⑧特許審査ガイドライン及び関連専門業務規則、制度の制定を組織する。  

⑨特許代理機関の審査と渉外特許代理機構の指定を担当する。  

⑩特許代理人の試験と資格認定を担当する。  

⑪行政復議の規則と基準の制定を担当する。  

⑫局が委託したその他の業務を遂行する。 
 

4）国際協力司 

①渉外知財権の全面的な手配や調整を担当する。  

②知財権関連の二国間または多国間公約および協定の交渉、締結、改正を担当する。  

③世界知財権機関およびその他の国際（国外）知財権組織との連絡を担当する。  

④特許の国際協力と交流を担当する。  

⑤知財権の国際協力の調整業務を担当する。  

⑥香港、マカオ、台湾についての知財権事務を担当する。  

⑦局の人材導入業務に参加する。  

⑧局が委託したその他の業務を遂行する。 
 

5）協調管理司 

①中国の特許および知財権関連の管理の政策、方法、措置、規則制度を研究、制定する。  

②地方の特許管理機関による特許紛争処理や特許偽造の調査処分を指導する。  

③特許市場の規範化、特許技術の推進実施のための関連政策や措置を制定する。  

④知財権の二国間、多国間協議や協定において国内で履行する行政法執行や管理に協力す

る。  

⑤特許資産の評価およびそのサービス機関を規範化、管理する。  

⑥強制許可およびその費用についての請求裁定の提案を提出する。  

⑦特許契約の登録、保存を担当する。   



 7 

⑧中国特許金賞の評定を組織し、人事司と共同で全国特許システムの先進的集団と先進的

業務者の評定を行う。  

⑨特許戦略研究を実施する。  

⑩局が委託したその他の業務を遂行する。 

 

6）計画発展司 

①国の計画的発展や財務管理方針政策に関する実施法案を研究かつ提出し、政策的問題の

解決に協力する。  

②局システムおよび全国の特許業務の年度計画や中長期発展計画、設備投資計画の編成を

担当する。  

③局システムの自動化計画を編成し、全国の特許システムの情報化とネットワーク構築を

計画、指導する。  

④局システムの年度財務計画および予算の制定、決算の編成と許可を担当する。  

⑤局システムの国有資産の管理を担当する。  

⑥局システムの特許統計を担当する。  

⑦局機関の行政財務管理を担当する。  

⑧局システムの業務発展と経費配分の総合的バランスの調整を担当する。  

⑨傘下機関の財務業務を指導、監督する。  

⑩局幹部の局所属事業組織に対する行政政策指導、国有資産の監督管理といったマクロ管

理に協力する。  

⑪局が委託したその他の業務を遂行する。 

     （出所：国家知識産権局弁公室） 

◇内部機関：国家知識産権局特許局の職能 

1）事務室 

①局の秘書、機密、投書、文書保存、宣伝などを担当する。  

②局の業務計画や財務計画を制定する。  

③局の財務、国有資産、行政事務の管理を担当する。  

④国家知識産権局の委託を受けて、国家知識産権局システムの不動産や設備投資を管理す

る。  

⑤行政に対する意見および行政訴訟の対応業務に参加する。  

⑥局の外事接待を担当する。  

⑦局が委託したその他の業務を遂行する。 
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2）人事教育司 

①局の人事、労資、教育、保安、機密保持、防火といった面での規則制度や管理方法の制

定を担当する。  

②局の人事教育の発展の企画や計画を制定、実施する。  

③局機関および傘下組織の機関設置や人員編成を管理する。  

④局機関および傘下組織の専門技術職務（職称）の評定（招聘）業務、および特許代理系

列の職称の代理評定業務を担当する。  

⑤局幹部の権限管理内にある人員の登用、任免、異動·配置（交流）、審査（考査）と賞罰

を担当し、幹部の退職や人事保存資料の管理をする。  

⑥局機関の傘下組織の人員の賃金や福利厚生、勤務考査の管理をする。  

⑦局機関および傘下の人員の教育、トレーニング、出国研修の管理を担当する。  

⑧国家知的財産権局の委託を受けて、国家知的財産権局システムの安全保安、機密保持、

防火業務を担当する。  

⑨知識産権局の人材導入業務と全国特許システムの研修に参加する。  

⑩国家知的財産権局人材資源事務室の日常管理を担当する。  

⑪局が委託したその他の業務を遂行する。 

 

3）審査業務管理部 

①特許審査業務の中・長期発展計画と重要な政策措置を研究、制定し、審査業務の年度計

画を制定する。  

②各部門の審査業務または事務処理の目標基準を調整、バランスをとる。審査奨励の政策

を制定し、目標達成の奨励政策の執行を担当する。  

③審査ガイダンスや事務規定の改正意見を提出し、審査業務指導委員会の業務会議を組織、

審査ガイダンス広報や審査業務規定、規則を制定・実施する。  

④審査業務の品質管理弁法や基準を制定、調整する。局の審査や初期審査の品質検査を実

施する。  

⑤特許審査許可フローにおける各業務部門間および関連代理機関との間を調整する。  

⑥局全体の審査用紙や審査用の標準専門用語を調整、統一し、審査用標準専門用語のコン

ピュータ補助審査システム構築に参加する。  

⑦審査業務の研究活動を実施し、審査業務通信を編集、出版する。  

⑧新審査員のトレーニングや審査員の審査業務の知識の更新を担当する。  

⑨審査部の審査過程における申請文書の受理、管理、対応するデータの収集、期限監督、
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統計を担当する。  

⑩局が委託したその他の業務を遂行する。 

 

4）初期審査・フロー管理部 

①特許申請の受理をする。  

②特許申請の中間文書およびその他の各種請求文書を受理する。  

③発明特許申請の初期審査を担当する。  

④特許保存資料の管理をする。  

⑤特許証書の発行をする。  

⑥公報特許と特許説明書の編集、出版をする。  

⑦特許費用の徴収と管理をする。  

⑧発明、実用新型特許申請の分類および研究をする。 

 

5）機械発明審査部 

機械加工、動力機械、紡績、包装、運輸といった技術分野の発明特許申請の審査を担当

する。 

 

6）電気学発明審査部 

コンピュータ、半導体、エレメント、電力技術といった技術分野の発明特許申請の審査

を担当する。 

 

7）通信発明審査部 

通信やネットワーク、画像、情報記録といった技術分野の発明特許申請の審査を担当す

る。 

 

8）医薬・生物発明審査部 

薬品やバイオエンジニアリング、食品エンジニアリングといった分野の発明特許申請の

審査を担当する。 

 

9）化学発明審査部 
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有機化学、高分子化学、薬物化学、農業化学といった技術分野の発明特許申請の審査を担

当する。 

 

10）光電技術発明審査部 

光学エンジニアリング、自動制御、分析機器、医療機器、映像機器といった技術分野の発

明特許申請の審査を担当する。 

 

11）材料工程発明審査部 

無機材料、材料加工、化学エンジニアリング、石油、冶金、熱エネルギー、建築・環境エ

ンジニアリングといった技術分野の発明特許申請の審査を担当する。 

 

12）外観デザイン審査部 

①外観デザイン特許申請の分類、審査、授権を担当する。  

②外観デザイン特許申請の授権前および授権後のフロー管理と事務処理をする。  

③外観デザイン特許申請と特許の保存書類の管理をする。  

④外観デザイン特許申請と特許の各種費用の処理をする。  

⑤外観デザイン特許申請の特許権者、申請者、設計者、代理機構などの記録項目の変更を

する。  

⑥外観デザインの研究と学術業務を担当する。  

⑦外観デザインと工業設計の評定を担当する。  

⑧外観デザイン特許申請と特許関連の問い合わせや対応を担当する。  

⑨外観デザイン特許申請と特許の関連の証明を発行する。  

⑩局が委託したその他の業務を遂行する。 

 

13）特許復審委員会の職能 

①特許局の申請差し戻しや特許権維持の決定を不服として提出された復審請求について

復審を行う。  

②無効宣告請求の審理を行う。  

③発明案件訴訟の応訴を担当する。  

④特許権確定と特許権侵害の技術判定の研究に参加する。  

⑤人民法院と特許管理機関の委託を受けて、特許権確定と特許権侵害の案件の処理につい
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て意見を提供する。 

 

14）特許文献部の職能 

①特許文献の収集と国際的な交換を担当する。  

②審査用の検索保存書類（特許文献と非特許文献を含む）の構築、整備、管理をする。  

③特許文献館の業務を担当し、社会に向けて特許情報サービスを提供する。  

④全国の特許文献ネットワークと情報サービスの業務指導を行う。  

⑤特許文献の研究をする。 

 

15）自動化部の職能 

①特許局の自動化の中・長期計画と年度計画を制定する。  

②特許局の情報システム資源の自動化設備の管理をする。  

③特許局自動化年度計画と中・長期計画の実施を担当する。  

④全国の特許情報プロジェクトの建設に参加、指導する。  

⑤局が委託したその他の業務を遂行する。 

 

16）党委員会の職能 

①共産党思想に基づいた、風格のある組織体制を構築する。  

②マルクス主義に根ざした理論と思想を政治教育活動と精神文明建設の関連業務におい

て実践する。  

③局の党委員と党幹部の日常的教育、管理、研修、党員発展を担当する。  

④指導者の審査（考察）と民主評議の指導に参加する。  

⑤局所属の各部門の専門利益法執行とクリーンな政治構築における監督検査を担当する。  

⑥紀律検査監察の投書・通報や訴えの受理と対応。  

⑦労働者、青年、女性といった大衆組織の指導をする。  

⑧局統一戦線の業務をする。  

⑨局等委員会および直属機関の党委員会が委託したその他の業務を遂行する。 
 

（２）国家工商行政管理局商標局 

 国家工商行政管理総局は市場監督管理と関連の行政法執行業務を主管する国務院の直属

機関である。商標関連の職責として、商標登録と商標管理、商標専用権保護、商標権利侵

害行為の調査処分、著名商標の認証と保護強化がある。商標関連行政部門には国家工商行
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政管理局商标標局と商標評審委員会がある。 

 

◇国家工商行政管理局商標局の職能： 

① 商品商標、サービス商標、集団商標、証明商標といった商標の登録手続きと、上述の商

標の変更や譲渡、継続、証明書再発行、取り消しといった関連事項の手続きを担当する。 

② 商標異議裁定の手続きを行う。 

③ 商標関連の規則制度と具体的な措置・方法を制定、または制定に参与する。 

④ 法により商標権利侵害や偽造案件を調査処理し、関連機関の商標案件手続きの業務を指

導する。 

⑤ 商標権利侵害の行政復議案件の手続きに協力する。商標使用許可契約と商標の印刷製造

を担当する。 

⑥ 商標代理組織や商標評価機関の管理を行う。著名商標を認定する。商標情報の収集業務

を行う。 

⑦ 商標の国際条約や協定の中国における実施と、商標の国際交流や協力の関連業務を実施

する。 

◇商標評審委員会の職能：商標紛争業務の処理を担当する。 

（出所：国家工商行政管理局商標局） 

 

（３）国家版権局・新聞出版総署 

 中華人民共和国国家版権局・新聞出版総署は中国の著作権行政法執行部門と国家 高の

著作権行政法執行機関として国務院に直属している。国家版権局と新聞出版総署は一つの

機関であるが、2つの名称がある。 

 

◇主要な職能： 

① 新聞出版・著作権方面の法律や法規の草案起草、新聞出版業の方針政策の研究・制定、

新聞出版・著作権管理の規則と重要な管理措置の制定・検査監督を担当する。  

② 新聞出版業の発展計画、マクロ調整の目標、産業政策の制定と実施指導、全国の出版印

刷、複製、発行機関の総数や構造、配置の計画の制定と実施を行い、新聞出版業の経済

政策や関連の経済的なマクロ調整措置の制定に参与する。新聞出版業の改革を指導、推

進する。  

③ 出版機関（図書出版社、新聞社、定期刊行物出版社、音響・映像出版社、電子出版物出

版社などを含む、以下同様）と出版物（図書や新聞、定期刊行物、音響・映像製品、電
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子出版物などを含む、以下同様）の総発行機関の新設を審査許可する。音響・映像製品

や電子出版物の複製機関を審査許可する。著作権集団管理や渉外代理などの機関を審査

許可する。新聞出版の外商投資企業と出版物輸出入機関、その国外に設立された類似機

関を許可する。  

④ 新聞出版活動（出版物の出版、印刷、複製、発行、輸出入貿易などを含む）に対する監

督管理を実施する。違法出版物や出版、印刷、複製、発行、輸出入機関の規則違反の活

動を調査処理、または調査処理を組織する。  

⑤ インターネットの出版情報サービス従事の申請を審査許可し、インターネットで発行す

る情報コンテンツに対する監督管理を実施する。  

⑥ 出版物市場の「ポルノ一掃・違法出版物取締」の方針や政策、計画を制定し、また実施

を指導し、違法出版物や違法出版活動を調査処分、または調査処分を組織する。各関連

部門と地方の「ポルノ一掃・違法出版物取締」業務を組織、調整する。「ポルノ一掃・

違法出版物取締」の統括や重大案件の調査処理業務を組織、調整、指導する。  

⑦ 出版物市場のマクロ調整政策や措置を制定し、実施を指導する。出版物市場に対する監

督管理を実施する。  

⑧ 音響・映像製品の出版、複製管理、電子出版物の出版、複製、発行管理を担当する。  

⑨ 全国の印刷業（出版物印刷、包装印刷、その他の印刷品の印刷を含む）の監督管理を担

当する。  

⑩ 党と国家の重要文書、文献、教科書、その他の重点出版物の出版発行を組織、指導する。  

⑪ 著作権業務を管理し、重大な影響を持つ著作権侵害案件や著作権侵害の渉外案件を調査

処理、または調査処理を組織する。国家を代表して渉外著作権関係を処理し、著作権の

二国間、多国間条約や協定の交渉、締結、国内での履行に参加する。  

⑫ 新聞出版と著作権の対外交流や協力の関連業務を担当する。政府間の文化協定における

新聞出版や著作権関連項目の執行を請け負う。図書、新聞、定期刊行物、電子出版物の

輸入貿易を管理、調整する。出版物の外国展覧、展示販売、輸出貿易を組織、推進する。  

⑬ 国家の古書の整理、出版計画を担当する。  

⑭ 新聞出版業の科学技術発展計画と情報化、ネットワーク化、標準化計画を編成し実施を

指導し、新聞出版業の科学技術開発業務を組織、調整する。  

⑮ 新聞出版業と著作権管理人員層の構築や人材育成計画を編成し、実施を指導する。新聞

出版業と著作権管理業務の全国的な評定・奨励、表彰活動を担当する。  

⑯ 党中央や国務院が委託したその他の業務を遂行する。 

（出所：国家版権局・新聞出版総署） 
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◆司法機関 

1） 高司法機関： 高人民法院民事審判第三法廷 

 2000 年に 高人民法院は機構改革を進め、傘下の機構設置と職責を見直した。それに伴

い、 高人民法院傘下の旧知財権審判廷は、 高人民法院民事裁判第三法廷に名称がを変

更された。「 高人民法院機関内部設置機構及び新設事業機構の職能」（法発【2000】30 号）

の規定によると、その職能は下記の通りである。 

① 著作権（コンピュータソフトウエアを含む）、商標権、特許権、技術契約、不当競争、

科学技術成果権、植物新品種権といった知財権案件の一、二審を審理する。  

② 高級人民法院で効力を生じた裁判を不服とする知財権の再審申請案件、人民法院で効力

を生じた知財権の再審理申請の案件を審査、処理する。  

③ 知財権の復議申請案件を処理する。  

④ 高級人民法院の知財権案件の審理期限延長申請の審査許可。 

 

2）地方司法機関：地方法院知財権審判法廷 

1993 年に北京市高・中級人民法院が、知財権案件を審理する審判法廷を設立して以来、

全国で各地方の高・中級人民法院の知財権審判法廷の設置が相次いだ。案件が比較的集中

した下部人民法院でも知財権審判法廷が設置されている。概算統計によると、高級人民法

院に知財権審判法廷を設置した行政区は北京、上海、天津、重慶、黒龍江、河北、広東、

福建、江蘇、四川、海南、浙江、河南、安徽であり、地方中級人民法院に知財権審判庭を

設置した市は北京、天津、上海、ハルビン、石家庄、秦皇島、保定、邢台、済南、煙台、

青島、成都、南京、塩城、安陽、合肥、滁州、景徳鎮、太原、武漢、福州、厦門、広州、

深圳、仏山、汕頭、海口である。 

（出所：最高人民法院と CNIPR（中国知識産権網） 

 

◆知財権保護機関 

1）国家知財件保護作業グループ弁公室 

グループ長：呉儀国務院副総理 

副グループ長：項兆倫国務院副秘書長 

弁公室主任：姜増偉商務部副部長 

作業グループ成員：中宣部、公安部、司法部、情報産業部、商務部、文化部、国資委、海

関総署、工商総局、品質検査検疫総局、版権局、食品薬品監督管理局、知識産権局、法制
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弁公室、新聞弁公室、 高人民法院、 高人民検査院。 

知財権保護作業をさらに強化するため、中国政府は国家知財権保護作業グループの設立

を決定した。グループ長には呉儀副総理が就任、工作組メンバーは公安部、情報産業部、

商務部、税関総署、工商総局、品質検査検疫総局、版権局、食品薬品監督管理局、知識産

権局、法制弁公室、高等法院、高等検察院など 17 部門の責任者から構成されている。作業

グループの主な任務は知財権保護分野での法律法規整備の推進、加速、部門を超えた知財

権の法律執行協力メカニズムの確立、行政法執行と刑事司法とのリンク、重大な知財権侵

害案件の共同監督・処分、各地における知財権保護作業の指導である。各省・自治区・直

轄市にも対応する業務機関を設立している。 

国家知財権保護作業グループ弁公室は作業グループの日常事務機関で、商務部に設置さ

れ、弁公室主任を商務部の張志剛副部長が勤めている。 

 

部門の職能： 

① 全国における知財権保護業務の方針や計画、政策提案を研究・提出する。  

② 全国における知財権保護の専門行動を組織・協調し、作業の重点を確定する。 

③ 重大な知財権侵害案件を監督処理し、知財権保護に関連する民間からの投書の対応に協

力する。 

④ 「知財権保護宣伝週」の活動を組織し、国民全体の知財権保護意識を向上させる。 

⑤ 外商投資企業との定期的なコミュニケーション・協調メカニズムを構築し、定期的に会

議を開催する。 

⑥ 知財権保護の法執行、トレーニング、教育などの面での活動と国際的な交流協力を展開

する。 

⑦ 国家知財権保護作業グループ弁公室のホームページの管理と関連業務を担当する。 

（出所：国家知財件保護作業グループ弁公室） 

 

◆知財権戦略策定機関 

1）国家知財権戦略制定作業指導グループ弁公室 

科学技術の進歩、知識経済の新興と経済グローバル化の加速に伴い、世界的に知財権の

重要性が鮮明になり、国家知財権戦略の制定と実施による中国知財権制度の整備と改善を

通じて、全面的に中国の知財権創造、管理、実施と保護の能力を向上することによって、

中国の経済と社会の持続的で快速で健全な発展を促進することが迫られている。 

2004 年 1 月に開催した全国特許作業会議では、呉儀副総理は明確に「情勢を的確に判断
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し、任務を明確にし、強力に知財権戦略を推進すべきである」ということを指示した。呉

儀副総理の指示精神を貫徹するため、国家知識産権局は何度も経済界、科学技術界、法律

界、知財権界、企業界の有名な専門家、学者、企業家をシンポジウムに招待し、広範に各

界人士の意見と提案を聴取した。その上で、国家知識産権局は 2004 年 8 月 30 日に国務院

に「国家知財権戦略の制定と実施に関する請求」を正式に報告し、温家宝国務院総理は重

要な指示をした。2005 年１月、国務院弁公庁は正式に公文書を送り、国家知財権戦略の制

定を担当する国家知財権戦略制定作業指導グループを設立した。 

国家知財権戦略制定作業指導グループ弁公室は、 

グループ長に呉儀副総理 

副グループ長に国務院副秘書長徐紹史氏 

国家知識産権局局長田力普氏 

工商総局副局長李東生氏 

著作権局副局長閻暁宏氏 

中国国家発展と改革委員会副主任張暁強氏 

科学技術部副部長李学勇氏 

商務部副部長魏建国氏が就任、国務院 23 部門の主要責任者がメンバーとなっている。 

国家知財権戦略制定工作指導グループ弁公室は指導グループの日常事務機構として、国家

知識産権局内に設立され、国家知識産権局局長田力普氏が弁公室主任を兼任する。 

 

部門の職能：指導グループの日常事務を処理する。 

① 指導グループの各決議執行を監督する。  

② 国家知財権戦略制定作業計画関連の提案をする。 

③ 国家知財権戦略要綱及び各特別テーマに関する研究作業の組織、協調と推進を図る。 

④ 国家知財権戦略要綱と特別テーマ研究成果の初歩的審査を組織し、かつ指導グループに

審議を報告するかどうかを決定する。 

⑤ 国家知財権戦略要綱と特別テーマの研究に関する管理方法を制定し、課題専用経費予算

及び実施計画を作成し、かつ指導グループが決議後に予算の実行を監督する。 

⑥ 国家知財権戦略の制定に関する国内外重大事項を指導グループに報告する。 

⑦ 指導グループが委託したその他の業務を遂行する。 

（出所：国家知財権戦略制定作業指導グループ） 
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２－３．中国知財権にかかわる法規、規定の分析 

２－３－１．現行法、規定の分析 

（１）特許に関する法規 

導入時期 

法律・規定 

初版 改正版 

導入背景・目的 

1992 年 9 月

中華人民共和国特許法 1985 年 4 月

2000 年 8 月

発明創造の特許権保護、発明創造奨励、発明

創造の普及応用促進、科学技術の進歩と革新

促進、社会主義現代化建設の需要への対応を

目的に制定。 

1992 年 12 月

2001 年 6 月 
中華人民共和国 

特許法実施細則 
1985 年 1 月

2002 年 12 月

「中華人民共和国特許法」に基づいて制定、

特許実施内容を明確化。 

国 

家 

法 

規 

特許代理条例 1985 年 9 月 1991 年 4 月

･特許代理機関及び委託者の合法的権益の確

保。 

･特許代理作業の正常な秩序の維持。 

北京市特許保護・促進条例 2005年10月  

発明創造特許権の保護、発明創造奨励、発明

創造の普及・応用促進、科学技術進歩と革新

促進、社会主義市場経済秩序維持を図り、北

京市の実際の状況に応じて「中華人民共和国

特許法」、「中華人民共和国特許法実施細則」

とその他の関連法律、行政法規をベースに制

定。 

上海市特許保護条例 2002 年 7 月
  

 

発明創造特許権の保護、特許権人の合法的な

権益の保護、技術革新の促進、市場経済秩序

の維持を図り、上海市の実状に応じて「中華

人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許

法実施細則」とその他の関連法律、行政法規

をベースに制定。 

地 

方 

法 

規 

重慶市特許保護促進条例 2007 年 9 月   

発明創造の奨励、特許応用の促進、特許保護

の強化、新型都市整備の推進のため、「中華

人民共和国特許法」と関連法律、行政法規を

ベースに制定。 
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導入時期 

法律・規定 

初版 改正版 

導入背景・目的 

安徽省特許保護・促進条例 1998 年 6 月 2006 年 1 月

発明創造特許権の保護、自主革新の促進と特

許技術の応用推進、市場秩序の維持をするた

め、「中華人民共和国特許法」とその他の関

連法律、行政法規をベースに当省の実状に合

わせて制定。 

福建省特許保護条例 2004 年 9 月   

特許保護の強化、特許権人の合法的権益と社

会の公衆利益の保障、発明創造の奨励、科学

技術の進歩と革新促進のため、「中華人民共

和国特許法」などの法律、法規をベースに当

省の実状に合わせて制定。 

甘粛省特許保護条例 2004 年 1 月
  

 

技術革新の奨励、発明創造特許権の保護、特

許権人の合法的権益保障のため、「中華人民

共和国特許法」、「中華人民共和国特許法実

施細則」及び関連法律、法規をベースに当省

の実状に合わせて制定。 

広東省特許保護条例 1996年10月   

特許保護の強化、発明創造特許権人と公衆の

合法的権益の保護をするため、「中華人民共

和国特許法」と「中華人民共和国特許法実施

細則」と国家の関連法律と法規をベースに当

省の実際情況に合わせて制定。 

広西壮族自治区 

特許保護条例 
1999 年 7 月 2004 年 6 月

特許保護の強化、特許申請者・特許権人と公

民、法人あるいはその他の組織の合法的権益

の保護をするため、「中華人民共和国特許

法」、「中華人民共和国特許法実施細則」及

び他の法律、法規をベースに自治区の実情に

合わせて制定。 

地 

方 

法 

規 

貴州省特許保護条例 2003 年 9 月 2004 年 5 月

特許保護の強化、特許申請者・特許権人の合

法的権益と社会公共利益の保護、発明創造の

奨励、科学技術の進歩と革新の促進をするた

め、「中華人民共和国特許法」とその他の関

連法律、法規をベースに当省の実状に合わせ

て制定。 
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導入時期 

法律・規定 

初版 改正版 

導入背景・目的 

河北省特許保護条例 1997年10月 2004 年 1 月

特許保護の強化、特許権人と社会公衆の合法

的権益の保護、発明創造の奨励、科学技術の

進歩と経済発展推進のため、「中華人民共和

国特許法」、「中華人民共和国特許法実施細

則」と関連法律、法規をベースに当省の実状

に合わせて制定。 

河南省特許保護条例 2000年11月 2006 年 3 月

特許保護の強化、発明創造の奨励、自主的創

造能力の向上、科学技術の進歩と経済社会発

展推進の、「中華人民共和国特許法」と国の

関連法律、法規をベースに当省の実状に合わ

せて制定。 

黒龍江省特許保護条例 2004 年 3 月   

特許権の保護、特許申請者・特許権人の合法

的権益と社会公共利益の保護、発明創造の奨

励、新技術の開発、科学技術進歩と経済社会

の発展推進のため、「中華人民共和国特許

法」、「中華人民共和国特許法実施細則」な

どの関連法律、行政法規をベースに当省の実

状に合わせて制定。 

湖南省特許保護条例 2001年10月   

特許保護の強化、特許権人と公民の合法的権

益の保護、科学技術の進歩と革新の促進をす

るため、「中華人民共和国特許法」、「中華

人民共和国特許法実施細則」とその他の関連

の法律、法規をベースに当省の実状に合わせ

て制定。 

遼寧省特許保護条例 1999 年 1 月 2002 年 3 月

特許申請者、特許権人とその他の関係部門と

個人の合法的権益の保護、特許技術市場の監

督管理の強化、科学技術の進歩と経済発展促

進のため、関連法律、法規をベースに当省の

実状に合わせて制定。 

地 

方 

法 

規 

宁夏回族自治区 

特許保護条例 
2003 年 1 月   

特許保護と管理の強化、発明創造の奨励のた

め、「中華人民共和国特許法」、「中華人民

共和国特許法実施細則」と関連法律、行政法

規をベースに自治区の実状に合わせて制定。

 
 



 20 

導入時期 

法律・規定 

初版 改正版 

導入背景・目的 

山東省特許保護条例 1998 年 8 月 2002 年 7 月

特許申請者・特許権人の合法的権益と社会の

公共利益の保護、市場経済秩序の維持、発明

創造の奨励、新技術の開発、科学技術の進歩

と経済発展促進のため、「中華人民共和国特

許法」などの法律、法規をベースに当省の実

状に合わせて制定。 

山西省特許実施和保護条例 2002 年 3 月   

特許実施の促進、特許保護の強化、特許権人

と利益関係者の合法的権益の保護、特許事業

発展のため、「中華人民共和国特許法」、「中

華人民共和国特許法実施細則」とその他の関

連法律、法規をベースに当省の実状に合わせ

て制定。 

陕西省特許保護条例 2004 年 1 月   

特許管理の強化、特許権人の合法的権益の保

護、発明創造の奨励、新技術開発の促進、市

場経済秩序の維持をするため、「中華人民共

和国特許法」、「中華人民共和国特許法実施

細則」とその他の関連法律、行政法規をベー

スに当省の実状に合わせて制定。 

四川省特許保護条例 1997 年 6 月   

発明創造特許権の保護、特許申請者・特許権

人と公衆の合法的権益の保護をするため、

「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和

国特許法実施細則」と国家の関連規定をベー

スに四川の実状にあわせて制定。 

地 

方 

法 

規 

新彊ウイグル自治区特許保

護条例 
2004 年 7 月   

特許保護の強化、特許申請者・特許権人の合

法的権益の保護、科学技術の進歩と革新の促

進をするため、「中華人民共和国特許法」、

「中華人民共和国特許法実施細則」とその他

の関連法律、法規をベースに自治区の実状に

合わせて制定。 
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導入時期 

法律・規定 

初版 改正版 

導入背景・目的 

云南省特許保護条例 2004 年 3 月   

特許保護の強化、特許権人の合法的権益の保

護、発明創造の奨励と応用推進、化学技術の

進歩と革新の促進のため、「中華人民共和国

特許法」及び関連法律・法規に基づいて当省

の状に合わせて制定。 
地 

方 

法 

規 

浙江省特許保護条例 1998年12月 2005 年 11 月

特許保護の強化、特許権人及び公衆の合法的

権益の保護、発明創造奨励、自主知的所有権

の形成、特許実施の促進に向けて「中華人民

共和国特許法」、「中華人民共和国特許法実

施細則」及びその他の関連法律・法規に基づ

いて当省の実状に合わせて制定。 

 

（出所：国家知財権戦略制定作業指導グループ） 
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（２）商標に関する法規 

導入時期 

法律・規定 
初版 改正版 

導入背景・目的 

1993 年 2 月

中華人民共和国商標法 1982 年 8 月

2001 年 10 月

商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生

産者及び経営者に商品と役務の品質を保証

させることを促し、商標の信用を維持し保護

することにより、消費者と生産者及び経営者

の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を

促進することが目的。 

1988 年 1 月

1993 年 7 月

国 

家 

法 

規 

中華人民共和国商標法 

実施細則 
1983 年 3 月

2002 年 9 月

「中華人民共和国商標法」によって実施細則

を明確化。 

浙江省著名商標認定と 

保護条例 
1997 年 4 月   

浙江省著名商標の認定作業を規範化し、効果

的に浙江省著名商標所有者と消費者の合法

的権益を保護し、当省の経済発展を促進する

ため、国家の関連法律、法規をベースに当省

の実状に合わせて制定。 

四川省著名商標認定と 

保護条例 
2002 年 12 月   

四川省の著名商標権利者と消費者の合法的

権益を保護し、市場経済秩序を守り、経済発

展を促進するため、「中華人民共和国商標法」

と関連の法律、法規をベースに四川の実状に

合わせて制定。 

河北省著名商標認定と 

保護条例 
1999 年 7 月   

著名商標の認定を規範化し、著名商標登録者

と消費者の合法的権益を保護し、市場経済秩

序を守り、経済発展を促進するため、「中華

人民共和国商標法」と関連法律、法規をベー

スに当省の実状に合わせて制定。 

甘粛省著名商標認定と 

保護条例 
2007 年 11 月   

甘粛省の著名商標所有者と消費者の合法的

権益を保護し、市場経済秩序を守るため「中

華人民共和国商標法」と関連の法律、法規を

ベースに当省の実状に合わせて制定。 

地 

方 

法 

規 

吉林省著名商標認定と 

保護条例 
2007 年 11 月   

著名商標所有者と消費者の合法的権益を保

護し、市場経済秩序を守り、地区の商標事業

の発展を促進するため、「中華人民共和国商

標法」と関連の法律、法規をベースに当省の

実状に合わせて制定。 

（出所：国家知財権戦略制定作業指導グループ） 
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（３）著作権に関する法規 

導入時期 
法律・規定 

初版 改正版 
導入背景・目的 

中華人民共和国著作権法 1990 年 9 月 2001 年 10月

文学、芸術及び科学的著作物の著作者の著作

権並びに著作権に隣接する権利・利益を保護

し、社会主義における精神的文明と物質的文

明の建設に有益な作品の創作と普及を奨励

し、更に社会主義文化及び科学事業の発展と

繁栄を促すべく、憲法に基づき本法を制定す

る。 

中華人民共和国著作権法

実施細則 
1991 年 5 月 2002 年 9 月

「中華人民共和国著作権法」によって制定、

著作権法の実施規則を明細化。 

情報ネットワーク配信権

保護条例 
2006 年 7 月   

著作権人、演技者、録音録画制作者の情報ネ

ットワーク配信権を保護し、社会主義の精神

文明、物質文明建設に有利な作品の創作と普

及を奨励するため、「中華人民共和国著作権

法」によって制定。 

コンピュータソフトウェ

ア保護条例 
2002 年 1 月   

コンピュータソフトウェア著作権人の権益

を保護し、コンピュータソフトウェアの開

発、伝播と使用の中で発生した利益関係を調

整し、コンピュータソフトウェアの開発と応

用を奨励し、ソフトウェア産業と国民経済の

情報化発展を促進するため、「中華人民共和

国著作権法」によって制定。 

国際著作権条例実施に関

する規定 
1992 年 9 月   

国際著作条約の実施、外国作品著作権人の合

法的権益の保護を目的に制定。 

国 

家 

法 

規 

著作権集団管理条例 2005 年 3 月   

著作権集団管理活動を規範化し、著作権人と

著作権関連権利人の権利行使と使用者の作

品使用に便宜をはかるため、「中華人民共和

国著作権法」によって制定。 
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導入時期 
法律・規定 

初版 改正版 
導入背景・目的 

2002 年 1 月

広西壮族自治区著作権管

理条例 
1998 年 1 月

2004 年 7 月

著作権の行政管理を強化し、著作権とその関

連権益を保護し、優秀な作品の創作と普及を

奨励するため、「中華人民共和国著作権法」

と関連法律、法規をベースに自治区の実情に

合わせて制定。 
地 

方 

法 

規 

山東省著作権保護条例 1997 年 8 月 2004 年 7 月

文学、芸術と科学作品作者の著作権及び著作

権関連の権益を保護し、社会主義の物質的文

明、政治文明、精神文明建設の作品創作と伝

播を奨励し、社会主義の文化と科学的な事業

の発展、繁栄を促進するため、「中華人民共

和国著作権法」と関連法律、法規をベースに

当省の実状に合わせて制定。 

（出所：国家知財権戦略制定作業指導グループ） 
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（４）その他の法規 

導入時期 
法律・規定 

初版 改正版 
導入背景・目的 

万国博覧会標識保護条例 2004 年 12 月   

世界博覧会標識の保護を強化し、世界博覧会標

識権利人の合法的権益を守るために同法規を

制定。 

標識は 2010 年上海万国博覧会申請開催機関の

名称・ロゴ又は他の標識、2010 年上海万国博

覧会組織機関の名称・ロゴ又は他の標識、2010

年上海万国博覧会の名称・ロゴ・会旗・マスコ

ット・会歌・キーワード・スローガン国際展覧

局の局旗が対象。 

中華人民共和国知的所有

権税関保護条例 
2004 年 3 月   

知的所有権の税関保護を実施し、対外経済貿易

と科学技術文化交流を促進し、公共利益を守る

ため、「中華人民共和国税関法」によって当該

条例を制定。 

税関保護とは、中華人民共和国法律、行政法規

の保護を受ける輸出入商品の商標専有権、著作

権、特許権の関連する権利、特許権に対する保

護である。 

国 

家 

法 

規 

 

オリンピック 

標識保護条例 
2002 年 4 月   

オリンピック標識の保護を強化し、オリンピッ

ク権利人の合法的権益を保障し、オリンピック

スポーツの尊厳を守るために当該条例を制定。

①IOC の五輪図案標識、オリンピック旗、オリ

ンピック格言、オリンピックマーク、オリンピ

ック歌、②オリンピック、オリンピア、オリン

ピック運動会とその略称などの専有名称、③中

国オリンピック委員会の名称、マーク、標識、

④北京 2008 年オリンピック委員会申請開催委

員会の名称、マーク、標識 ⑤第 29 回オリン

ピック組織委員会の名称、マーク、第 29 回オ

リンピックのマスコット、歌、スローガン、北

京 2008、第 29 回オリンピック運動会及びその

略称などの標識、⑥オリンピック憲章と第 29

回オリンピック開催都市契約で定めたその他

の第 29 回オリンピック関連の標識が保護対

象。 
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導入時期 
法律・規定 

初版 改正版 
導入背景・目的 

集積回路配置図設計保護

条例 
2001 年 10 月   

集積回路レイアウトの設計専有権を保護し、集

積回路技術の革新を奨励し、科学技術の発展を

促進するために制定。 

中華人民共和国植物新品

種保護条例 
1997 年 10 月   

植物新品種権を保護し、植物新品種の育成と使

用を奨励し、農業、林業の発展を促進するため

に制定。 

国 

家 

法 

規 

 

特殊標識管理条例 1996 年 7 月   

特殊標識への管理を強化し、文化、スポーツ、

科学研究とその他の社会公益活動の発展を推

進し、特殊標識所有者、使用者と消費者の合法

的権益を保護するために当該条例を制定。 

出所：国家知財権戦略制定作業指導グループ） 

 

中国の知財権にかかわる法規は 1980 年代初頭以降に国家法規と地方法規の整備が進めら

れ、2008 年 3 月時点で知財関連の国家法規約 17 件が導入された。一方で、各地方は国家法

規をベースに地方の経済や知財発展現状を結び付けて、地方に適用する知財関連法規を制

定した。 

中国では計画経済から市場経済への政策転換を背景に知財法整備が課題になり、中国政

府は 1983 年の「商標法」導入を皮切りに知財関連法規の制定・導入に取り組んできた。お

よそ 20 年の短期間で、知財権保護に向けて中国の現状に応じた法規の制定、改正が進めら

れた。「特許法」と「商標法」はいずれも 1980 年代半ばに導入されて以来、3 度も改正が

行われている。特許法においては、特許保護の強化、特許権人と公民の合法的権益の保護、

科学技術の進歩と革新の促進を目的に、22 の行政区が「特許法」と「特許法実施細則」を

ベースに地方の実状を結び付けて特許保護のための地方法規を制定した。さらに商標法に

おいては、5つの省は地方著名商標認定と保護条例を導入した。 
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２－３－２．申請手順 

（１）特許申請のフロー 

図表 2- 2：中国、特許申請・審査許可フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

特許申請・審査許可手順： 

  特許法によって発明特許申請の審査許可手順は受理、初審、公布、実審及び授権の 5段

階に分けられる。実用新案、外観デザイン特許申請は審査許可において早期公布と審査が

行われず、そのプロセスは受理、初審、授権の 3段階である。 

 特許申請においては、申請費用を支払った場合は自動的に初審段階に入る。発明特許申

請は初審までに保密審査（機密審査）が必要で、機密保持の必要のある案件は機密保持手

順に則して取り扱われる。実用新案と外観デザイン特許申請は初審までに 3ヶ月を要する。 

 

 

①出願書
②権力要求書
③説明書
④説明書付図（一部の発明は省略可能）
⑤説明書サマリー
⑥サマリー付図（一部の発明は省略可能）

①出願書
②外観設計図又は写真
③外観デザインサマリー説明

出願者が国家知識産権局専利局に下記の申請
書類を提出すること。特許出願

国家知識産権局専利局
が受理

出願者が費用支払い

専利局が特許分類

初歩審査

発
明
と
実
用

新
型

外
観

設
計

補正

無効宣告 特許権授与 特許証取得

不受理
不合格

実用新型特許

外観設計特許
改正必要

不
合
格

合
格

合
格

書面実質審査請求
提出、費用支払い

発明特許

合格

補正

改正必

合
格

実質審査

補正

無効
宣告撤回と見なす

申請日から3年以内提出可

未
提
出

特許権授与
登記取り扱い

手続き、費用支払い

登記取り扱い

手続き、費用支払い

合
格

改正必要

合
格

不
合
格

（CNIPR資料より作成）

出所：CNIPR 資料 
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（２）商標申請 

 図表 2- 3：中国における商標申請・審査許可フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標申請 商標代理

商標局

形式審査

要求適合かどうか

受理

申請書撤回

実質審査

要求適合かどうか

初歩審査公告

異議あるかどうか

登録公告審査

商標登録満了

撤廃されるかどうか

紛争あるかどうか

継続かどうか

申請要求適合かどうか

継続公告

満了後も継続
かどうか

指定期間に修正

異議成立

要求適合かどうか 要求適合かどうか 申請撤回 再審要求かどうか

商標局が裁定 理由成立かどうか 申請撤回 再審要求かどうか

評審委員会裁定

既存登録商標撤廃 再審請求かどうか

No No
15日以内

評審確定 評審委員会裁定
Yes

Yes 終撤回

終止

No

Yes Yes

YesNo
No

15日以内
No

終異議成立

終止

評審委員会裁定

Yes

評審委員会裁定 理由成立かどうか

評審委員会裁定

既存登録商標撤廃

No

登録許可1年以内

終止

Yes Yes

No 登録許可日から10

満了前6ヶ月

既存登録商標撤廃 終止No

指定期間内に補正 要求適合かどうか 申請撤回 再審要求かどうか

Yes
No

継続許可

既存登録商標撤廃 終止

終止

（CNIPR資料より作
成）

出所：CNIPR 資料 
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商標登録申請取扱ルート： 

1）国内商標登録には、２つの申請手続きルートがある。 

① 商標登録申請者は商標代理機関への商標登録代行委託が可能で、商標代理機構が代行し

て商標局に商標登録申請を行う。 

② 商標申請者は本人の身分証、企業の紹介状と営業許可証コピー又は許可証発行機関の押

印のある営業許可証コピーをもって直接商標局で商標登録申請手続きを取り扱うこと

ができる。 

2）外国人と外国企業が中国で商標専用権を取得する必要がある場合、その所属国と中国と

の締結協議又は共同で規定した国際条約に従って、商標局に商標登録申請を提出すること

ができる。外国人又は外国企業が商標登録申請等を取り扱う場合は、国家の指定した渉外

代理権を持つ商法代理機関に委託しなければならない。 

 

 

２－４．中国政府が実施する具体的な知財権保護策 

（１）法整備の推進    

中国は 1980 年代半ば以降、知財権保護に向けて法整備に乗り出し、相前後して「商標法」、

「特許法」、「著作権法」をはじめとする知財保護法を導入した。更に社会の発展趨勢を背

景に知財保護関連法律の新規導入、改正も進められている。 

WTO 加盟の 2001 年以降、中国 高法院は特許、商標、著作権、植物新品種、集積回路レ

イアウト、技術契約、不当競争、コンピュータネットワークドメイン名、知財権犯罪、訴

訟前臨時措置、知財権財産保全、案件管轄と審理の棲み分けなどの面における司法 18 件の

制定・改正を行っている。 

経済のグローバル化の中で、先進国は急成長を続ける中国を潜在的なライバルとしてお

り、国内外での経営活動において中国企業が知財に関する訴訟を受けた例は少なくない。

中国の自主知財権の件数拡大と知財の品質向上を目的として、中国は特許法の改正を進め

た。2005 年 4 月、国家知識産権局は特許法及びその実施細則の第三回目の改正に乗り出し、

特許申請手続きと審査手続きの 適化、特許権授与の実質条件の改善、特許権の保護及び

特許侵害判定基準の改善に取り組んだ。「特許法」改正版は 2006 年 12 月に国務院に提出済

で、2008 年に同改正版を正式に導入する予定である。2007 年以降、国務院は商標法改正を

法律整備計画に盛り込んでおり、国家工商行政管理総局は第三回目の商標法改正に向けた
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調査作業を進めている。商標法の改正は手続きの簡略化、商標登録・移権周期の短縮、登

録商標専有権の保護強化、国際化への対応に役立つと見られる。著作権において中国は 2005

年 3 月に「著作権集団管理条例」を導入、著作権の集団管理組織、著作権人、著作権使用

者の各項目の権利と義務を明確化し、かつ著作権集団管理組織の設立と管理に関する規則

を設定し、国務院著作権管理部門、国務院民政部門や著作権人に著作権集団管理組織の監

督責任を課している。インターネットによる著作権情報侵害の深刻化を背景に、インター

ネット情報サービス活動における情報配信権の行政保護、行政法執行行為の規範化を進め

るための中国初のインターネット著作権行政管理規則「インターネット著作権行政保護規

定」が 2005 年 5 月 30 日に正式に導入された。さらに著作権人、演技者、録音録画制作者

の情報ネットワーク配信権を保護するための「情報ネットワーク配信権保護条例」を 2006

年 7 月に導入した。また、北京五輪と上海万博の開催権取得を機に中国はオリンピック・

万博マークの保護強化、合法的権益の保障を図り、2002 年 4 月に「オリンピック標識保護

条例」、2004 年 12 月に「万国博覧会標識保護条例」をそれぞれ導入した。 

法整備の推進に伴い、特許をはじめとする知財の申請・授権数が増加している。。 高知

識産権局の統計によると、2000 年から 2007 年にかけて特許申請受理数は 17.1 万件から 3.1

倍増の 69.4 万件に、授権数は 10.5 万件から 2.4 倍増の 35.2 万件に拡大したが、授権取得

率は 51％に留まっている。そのうち外国特許申請受理数は 3万件から 10.3 万件に、外国特

許授権数は 1 万件から 4.4 万件に拡大しているが、授権取得率は 4 割と全体の 51％を下回

っている。授権取得率の低下は、中国政府の特許審査許可の厳格化を窺わせている。 

 

図表 2- 4：中国における国内外特許申請・授権数（2000～2007 年） 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国家知識産権データセンター 

 

694,153 573,178 476,264 353,807 308,487 252,631 203,573 170,682 合計

107,419 102,836 93,107 74,864 57,249 47,087 37,800 30,343 国外

586,734 470,342 383,157 278,943 251,238 205,544 165,773 140,339 国内

申請数

20072006200520042003200220012000

694,153 573,178 476,264 353,807 308,487 252,631 203,573 170,682 合計

107,419 102,836 93,107 74,864 57,249 47,087 37,800 30,343 国外

586,734 470,342 383,157 278,943 251,238 205,544 165,773 140,339 国内

申請数

20072006200520042003200220012000

351,782 268,002 214,003 190,238 182,226 132,399 114,251 105,344 合計

50,150 44,142 42,384 38,910 32,638 20,296 14,973 10,108 国外

301,632 223,860 171,619 151,328 149,588 112,103 99,278 95,236 国内

授権数

20072006200520042003200220012000

351,782 268,002 214,003 190,238 182,226 132,399 114,251 105,344 合計

50,150 44,142 42,384 38,910 32,638 20,296 14,973 10,108 国外

301,632 223,860 171,619 151,328 149,588 112,103 99,278 95,236 国内

授権数

20072006200520042003200220012000
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申請数 授権数 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国家知識産権データセンター 

 

図表 2- 5：中国における特許申請数の推移 

  2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 前年比 

国内 25,346 30,038  39,806 56,769 65,786 93,485 122,318  153,060 30.8%

国外 26,401 33,166  40,426 48,549 64,347 79,842 88,172  92,101 10.4%発明 

計 51,747 63,204  80,232 105,318 130,133 173,327 210,490  245,161 21.4%

国内 68,461 79,275  92,166 107,842 111,578 138,085 159,997  179,999 15.9%

国外 354 447  973 1,273 1,247 1,481 1,369  1,325 -7.6%
実用新

型 
計 68,815 79,722  93,139 109,115 112,825 139,566 161,366  181,324 15.6%

国内 46,532 56,460  73,572 86,627 101,579 151,587 188,027  253,675 24.0%

国外 3,588 4,187  5,688 7,427 9,270 11,784 13,295  13,993 12.8%
外観デ

ザイン 
計 50,120 60,647  79,260 94,054 110,849 163,371 201,322  267,668 23.2%

合計 170,682 203,573  252,631 308,487 353,807 476,264 573,178  694,153 20.3%

出所：国家知識産権データセンター 
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図表 2- 6：中国における特許受験数の推移 

  2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 前年比 

国内 6,177  5,395  5,868 11,404 18,241 20,705 25,077  31,945 21.1%

国外 6,505  10,901  15,605 25,750 31,119 32,600 32,709  36,003 0.3%発明 

計 12,682  16,296  21,473 37,154 49,360 53,305 57,786  67,948 8.4%

国内 54,407  54,018  57,092 68,291 70,019 78,137 106,312  148,391 36.1%

国外 336  341  392 615 604 1,212 1,343  1,645 10.8%
実用新

型 
計 54,743  54,359  57,484 68,906 70,623 79,349 107,655  150,036 35.7%

国内 34,652  39,865  49,143 69,893 63,068 72,777 92,471  121,296 27.1%

国外 3,267  3,731  4,299 6,273 7,187 8,572 10,090  12,502 17.7%
外観デ

ザイン 
計 37,919  43,596  53,442 76,166 70,255 81,349 102,561  133,798 26.1%

合計 105,344  114,251  132,399 182,226 190,238 214,003 268,002  351,782 25.2%

出所：国家知識産権データセンター 

 

図表 2- 7：中国における地域/国別特許申請受理数と授権数（2005 年） 

申請受理数 授権数 

国名 
発明 実用新型 

外観 

デザイン
合計 発明 実用新型 

外観 

デザイン 
合計 

日本 30,976  566  4,679 36,221 13,883 577  3,958  18,418 

マレーシア 24  7  15 46 10 4  13  27 

シンガポール 129  14  65 208 47 5  47  99 

タイ 10  5  10 25 2 2  15  19 

韓国 8,131  143  1,026 9,300 2,509 127  637  3,273 

キプロス 17      17 3 1  1  5 

インド 198    19 217 38   29  67 

モナコ 3    1 4 7   1  8 

南アフリカ 81  1  2 84 37   1  38 

ドイツ 6,411  83  1,008 7,502 2,894 32  783  3,709 

オランダ 3,735  8  245 3,988 1,179 5  149  1,333 

イギリス 1,331  20  262 1,613 638 16  231  885 

スイス 1,776  9  321 2,106 867 10  226  1,103 

デンマーク 379  17  82 478 194 23  66  283 

ハンガリー 31    2 33 22     22 

オーストリア 260  3  21 284 145 3  22  170 
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申請受理数 授権数 

国名 
発明 実用新型 

外観 

デザイン
合計 発明 実用新型 

外観 

デザイン 
合計 

ベルギー 340    40 380 116 1  17  134 

フランス 2,644  65  481 3,190 1,328 6  340  1,674 

ノルウェー 142  1  25 168 62   7  69 

ロシア 46  3  1 50 37 10    47 

ルクセンブルク 48    5 53 37   1  38 

リヒテンシュタイン 52    32 84 28   40  68 

スペイン 179  14  180 373 65 5  91  161 

チェコ 12  5  60 77 3   9  12 

ポーランド 18    4 22 1 2  1  4 

アイルランド 66  3  13 82 24 7  17  48 

フィンランド 752  3  96 851 402 2  92  496 

イタリア 1,046  27  559 1,632 388 15  288  691 

スウェーデン 1,015  7  79 1,101 690 2  83  775 

イスラエル 220  4  13 237 68   8  76 

ブラジル 61  6  15 82 21 1  13  35 

米国 18,000  360  2,035 20,395 6,160 290  1,145  7,595 

カナダ 665  22  37 724 225 12  33  270 

ニュージーランド 77    7 84 23   1  24 

オーストラリア 546  20  141 707 266 5  111  382 

その他 0  0  0 0 0 0  0  0 

合計 79,421  1,416  11,581 92,418 32,419 1,163  8,476  42,058 

出所：国家知識産権データセンター 
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図表 2- 8：中国における地域/国別特許申請受理数と授権数（2006 年） 

申請受理数 授権数 

国名 
発明 実用新型 

外観 

デザイン
合計 発明 実用新型 

外観 

デザイン 
合計 

日本 32,801  478 4,569 37,848 15,099 582  3,945  19,626 

マレーシア 50  2 24 76 10 6  19  35 

シンガポール 306  21 90 417 43 9  63  115 

タイ 13  7 24 44 2 4  6  12 

韓国 9,187  132 1,277 10,596 2,752 130  992  3,874 

キプロス 23    0 23 3 0  0  3 

インド 172    11 183 49 0  10  59 

モナコ 11    1 12 2 0  0  2 

南アフリカ 76  5 4 85 28 1  1  30 

ドイツ 7,502  78 1,096 8,676 2,628 41  834  3,503 

オランダ 3,503  12 206 3,721 1,129 9  191  1,329 

イギリス 1,478  29 306 1,813 600 21  241  862 

スイス 1,932  8 430 2,370 820 7  308  1,135 

デンマーク 438  0 120 558 160 21  84  265 

ハンガリー 43  0 2 45 12 1  2  15 

オーストリア 263  7 39 309 122 3  16  141 

ベルギー 413  3 49 465 126 1  40  167 

フランス 2,954  28 632 3,614 1,181 28  459  1,668 

ノルウェー 163  0 21 184 67 1  20  88 

ロシア 72  4 9 85 31 6  1  38 

ルクセンブルク 59  0 10 69 23 0  2  25 

リヒテンシュタイン 48  0 37 85 27 0  18  45 

スペイン 260  7 124 391 52 16  154  222 

チェコ 19  4 47 70 8 3  57  68 

ポーランド 11  2 0 13 8 0  0  8 

アイルランド 87  5 29 121 15 2  13  30 

フィンランド 898  2 88 988 317 3  68  388 

イタリア 1,163  19 517 1,699 389 24  465  878 

スウェーデン 1,318  5 169 1,492 454 3  58  515 

イスラエル 307  1 30 338 60 2  8  70 

ブラジル 69  0 8 77 25 2  10  37 
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申請受理数 授権数 

国名 
発明 実用新型 

外観 

デザイン
合計 発明 実用新型 

外観 

デザイン 
合計 

米国 20,536  397 2,561 23,494 5,870 318  1,551  7,739 

カナダ 756  24 41 821 194 22  21  237 

ニュージーランド 81  0 15 96 25 0  6  31 

オーストラリア 562  12 179 753 210 21  129  360 

合計 598  77 530 1,205 168 56  298  522 

出所：国家知識産権データセンター 

 

（２）法執行の強化 

中国の工商局、公安部、税関を始めとする知財保護の行政管理機関は、市場環境の整備

に取り組んでいる。 

2006 年、公安部は海関（税関）総署、国家工商総局、国家版権局と共に「知財権関連の

法執行協力強化に関する臨時規定」、「商標専用権侵害の違法犯罪行為取締りにおける協力

強化に関する臨時規定」、「著作権侵害の違法犯罪行為取締りにおける協力強化に関する臨

時規定」を交付し、地方の税関、工商局、版権部門に対し取り締まり強化に向け、行政法

執行と刑事法執行の相乗効果が発揮される体制作りを指示した。2005 年に公安部は知財権

侵害犯罪を取り締まるためのいわゆる「山鷹」を、2006 年には「山鷹二号」を展開した。

公安部の全国レベルでの取り締まりは 32 省にのぼり、全国的知財権侵犯取締りを強化して

いる。 

税関においては 1994 年に知財権保護のための取締りが本格的に開始され、それ以降知財

侵害商品の輸出入管理を強化している。2006 年に全国の税関は輸出入商品の知財侵害対象

品 2,473 件を摘発、2007 年には摘発事例が前年比 34％増の 3,310 件となった。輸出入商品

の知財侵害行為更なる取締り強化のため、2007 年 9 月に税関総局は「知財権保護のための

龍舟行動」計画を制定、2007 年 10 月 1 日から 2008 年 3 月 31 日まで実施される。 

一方、 高人民法院は新規規定として「植物新品種権侵害紛争案件審理の具体的な法律

応用に関する若干規定」、「不当競争民事案件審理の法律応用に関する若干問題の解釈」を

2007 年 2 月 1 日に交付した。 高人民法院と 高人民検査院は 2007 年 4 月に共同して「知

財権侵害刑事案件審理の法律応用に関する若干問題の解釈（二）」を公布、知財権侵害の量

刑基準を統一、執行猶予の適用を規範化し罰金刑を強化した。 

国家知識産権局は 2007 年 4 月に「知財権保護と行政法執行に関する指導意見」を各地方

に通達し、(1)知財権保護と行政法執行の認識強化、(2)知財権の保護と行政法執行原則の
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強化、(3)知財管理作業体制の改善、(4）法律整備と執行力強化、(5）効果的な監督指導活

動の展開を狙った。また、知財権法律執行に対する評価体制の構築も視野に入れ、統一的

な審査評価基準を研究し制定する予定である。各省市に対しては、法律執行任務を報告す

るため、月ごとに特許法律執行データと訴訟事件資料を国家知識産権局に提出することを

課した。しなければならないとした。国家知識産権局は各省区市知識産権局から重点地区

を選定し食品、医薬、農業、ハイテク産業領域に関する流通、輸出入の集中検査を実行す

るよう要求した。 

 

（３）体制整備 

知財保護強化のため、国務院は 2004 年に呉儀国務院副総理がグループ長を勤め公安部、

情報産業部、商務部、税関総署、工商総局、品質検査検疫総局、版権局、食品薬品監督管

理局、知識産権局、法制弁公室、高等法院、高等検察院の 17 部門をメンバーとする国家知

財権保護作業グループを設立した。 

作業グループは知財権保護分野での法律法規整備の推進、知財権の法律執行協力メカニ

ズムの確立を目的として、重要な知財の監督ならびに、各地における知財権保護業務の指

導をのための地方知財権保護作業グループ事務室を設置した。その主な機能は（１）全国

における知財権保護業務の方針や計画、政策提案の研究・提出、（２）全国における知財権

保護の立場から共同重点作業の明確化（３）重要な知財権侵害案件の監督処理、知財権保

護に関連する民間からの投書対応、（４）知財権保護宣伝活動の組織、国民全体の知財権保

護意識向上への取り組み、（５）外商投資企業との定期的なコミュニケーション体制を基軸

とした強調体制の構築、（６）知財権保護の法執行、トレーニング、教育などの面での活動

であるとした。 

また、国務院弁公庁の「知財権保護行動綱要（2006～2007 年）」の通達に応じて、2006

年に国家知財権保護作業グループの傘下には知財権保護のための告発・苦情サービスセン

ター（保護知識産権挙報投訴服務中心）が設置された。同センターは全国に向け商標権、

特許権、著作権などの知財権侵害行為の告発・苦情接収対応にあたり、権利者と大衆に向

けた知財権保護関連コンサルティングサービスを提供する。また、同センターは寄せられ

た告発・苦情に対しては、審査の上情報を行政機関と公安局または、司法機関に提供し、

その結果を告発人にフィードバックする役割を負っている。国家知財権保護作業グループ

弁公室とそのメンバーは告発・苦情サービスセンターの指導と業務監督を担当する。2007

年末時点で全国の 50 の地域で告発・苦情サービスセンターが設置された。 

 これら体制の整備は中国における知財保護関連業務の効率化に寄与するだけでなく、権
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利者の保護という環境の改善にも繋がる。 

 

（４）宣伝活動の展開 

2004 年以降、中国政府は毎年 4 月 20 日から 26 日に社会に向け知財権保護意識向上キャ

ンペーン活動を実施している。また、文化部は 2007 年から毎年 4 月 26 日の世界知財権日

に違法な音声・映像製品の取締活動を開始した。知財権保護意識向上キャンペーン活動週

間は記者会見、テーマごとの集い、フォーラム、宣伝ビデオ放映、知財侵害製品の集中展

示、街頭コンサルといったイベントを通して、全国に向けて知財保護の教育を行うほか、

テレビ、インターネット、新聞、テレビ局などのメディアを活かし、専門家や学者による

説明会、知財訴訟の報道、ポスターや宣伝物などを通じて、知財保護意識の創出に取り組

んでいる。 

 

（５）知財教育の強化 

中国においては「知財権保護行動綱要」に基づき毎年知財教育が実施されている。司法

に関連する人員、法律執行を担当する人員向けのトレーニング、企業向けのトレーニング、

また弁護士や法務に従事する人々向け、また小中学生向けなどのコースを設け、知財権教

育を展開している。 

 知財保護教育活動は知財権知識の普及、社会の知財保護意識と自主革新意識の育成を目

的としており、各地方の文化・教育局関連部門が同様の教育、トレーニングを開催すると

している。 

 

（６）国際交流・協力の推進 

近年、国際経済の進展に伴い、中国は知財保護において世界との交流・協力に力を入れ

ている。2007 年末時点で中国はすでに WTO、WIPO、APEC などの国際組織の IPE 分野で活動

に参加し、双方向の交流と協力を強化している。2004 年に「中欧知財権対話メカニズム」、

2006 年に「中米知財権作業グループ」、「日中韓知財権二国間及び三国間対話と協力メカニ

ズム」を設置しており、かつブラジル、メキシコ、アセアン諸国とも多次元的な知財保護

における交流と協力を開始している。 

 近の動向を見ると、2007 年 3 月に中国政府は「アジア地区知財権シンポジウム」を開

催し、シンガポール、バングラデシュ、ネパールをはじめアジア 19 ヵ国からの知財関連管

理セクションの人材 20 名が参加した。知財権保護分野において、シンガポールとの交流と

協力を強化するため、2007 年 5 月に中国国家知識産権局とシンガポール知財局は北京で「中
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国‐シンガポール知財権制度シンポジウム」を開催した。同年 5月 29 日、中国－スイス第

17 回経済貿易連合委員会において、中国商務部とスイス連邦経済部は「中瑞経済貿易連合

委員会の知財権作業グループ設立に関する合意書」を締結した。同年 7 月 4 日には、国家

知識産権局局長田力普氏とアフリカ地区知財権組織総幹事が北京で「中国国家知識産権局

とアフリカ地区知的所有組織の知財権協力協議」に調印した。また日中韓の三国はソフト

著作権の保護に向けて、中国ソフトウェア同盟（CSA）、韓国ソフトウェア著作権代表機構

（SPC）、日本パソコンソフト著作権協会（ACCS）がソフトウェア保護のための共同協力で

合意し、11 月 26 日に中国と EU は共同で中欧知財権保護 2 期プロジェクトを開始、知財保

護事業に対し中国側が 500 万ユーロ余り、EU 側が 1,000 万ユーロを投じた。 

 中国政府は知財権分野での国際交流・協力に積極的な姿勢を見せており、外国との協調

体制の下でこの分野の発展を推進する方針を継続するものと見られる。 
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３．知財権にかかわる紛争事例とその帰結の実態 
３－１．中国における訴訟件数の推移 

2000 年代以降、中国は経済の成長に伴い知識と情報の重要性が加速している。その中に

あって、知財権は重要な財産力としてその地位と役割を鮮明にさせており、知財権の重要

性の高まりを受けて、知財問題による紛争事例も増えている。 

下記のグラフは 2001 年から 2007 年までの間に全中国において発生した知財関連訴訟を 

受理数と判決数で統計したものである。 

 

図表 3- 1：中国における知財権侵害－審案件受理・判決数（2001～2007 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：最高人民法院 

 

図表 3- 2：2006 年度権利別受理・判決数 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：最高人民法院 
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11881256不当競争

704713その他の知財権

133128植物新品種

75発現権と発明権

668681技術契約

32273196特許権

23782521商標権

57515719著作権

判決数受理数

著作権 40%

商標権 18%

特許権 22%

不当競争 9%
その他の知財

権 5%

植物新品種

1%

技術契約 5%

2006 年 
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WTO 加盟以降、知財法整備や知財競争の進展に伴い、2001 年から裁判所が受理した訴訟件

数は年毎に増加している。2007年に受理された訴訟件数は2001年度の3.4倍に上っている。

企業の知財権保護意識の高まりを背景として、この傾向は今後も続くものと見られる。 

2006 年の知財侵害訴えの受理数の内訳を見ると、著作権が 5,719 件と圧倒的に多く受理

数合計の 40％を占めている。続いて特許権の 3,196 件、商標権の 2,521 件と続き、この３

つの権利で全他の約 80％を占めていることが分かる。 

国家知識産権局が発表した 2 月 20 日付けニュースリリースによると、 高人民法院常務

副院長曹建明氏は 2008 年 2 月 19 日、第 2 回全国法院知財権審判作業会議において 2001～

2007 年の全国知財権審判案件数を明らかにした。2001 年から 2007 年にかけて全国法院に

おける知財権民事一審案件は受理件数、判決数はそれぞれ 77,463 件と 74,200 件（注：図

表３－１の統計合計と多少の誤差があるが、その原因は 高法院と国家知識産権局の統計

基準の不一致がある模様）で、年間伸び率が 2007 年度実績を 2006 年と比較すると、22.60％

と 22.92％に達した。一審案件別受理数と判決数は特許で 18,521 件と 17,764 件、商標で

11,598 件と 10,743 件、著作権で 28,776 件と 28,170 件、技術契約で 6,277 件と 5,516 件、

不当競争で 7,934 件と 7,832 件、その他の知財で 4,537 件と 4,175 件に上る。知財権民事

二審案件の受理数と判決数はそれぞれ 16,439 件と 15,988 件で、再審案件はそれぞれ 386

件と 417 件であった。そのうち 2007 年の二審案件の受理数と判決数は、それぞれ 2006 年

度比 6.66%増の 2,865 件と同 8.22%増の 2,870 件で、再審案件受理数と判決数はそれぞれ 39

件と 45 件となった。（注：案件の結審数が受理数を上回るのは、同期の結審数には前期に受理した未結

審案件の結審が含まれたためと考えられる。） 

2001年から 2007年に全国の地方法院は海外企業との紛争事例 1,634件に対して判決を出

したとし、そのうち 2007 年における海外企業との知財紛争判決数は 2006 年度比 89.24％増

の 668 件に達した。  

 

 

３－２．知財権に関わる紛争事例 

 中国では 1978 年の改革開放政策導入以降、中国市場への外資進出が進められた。特に WTO

加盟以降、中国は世界経済の導入を推進させたことで、貿易摩擦と紛争が増加し、かつ外

国企業の中国進出加速に伴う知財権紛争も増えている。当面、中国における外資系企業は

知財戦略を活かした中国での競争優位を重要視し、知財権に裏打ちされた経営戦略をとる

ものと思われる。経済のグローパル化と知識経済の発展を背景に、知財権は外資系企業が
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中国で市場を開拓し、利益を拡大する重要な手段というだけではなく、さらに中国企業に

一段と格差をつけるための重要な競争手段となっている。 

近年、外国企業と国内企業の知財権紛争は、主に小型電気、映像機器などの分野に多く

見られるようになった。 

 ここに公開されているデータから、訴訟の実例を挙げる。外国企業が内資系（中国資本

の企業）企業を訴えた例、内資系企業同士の紛争、内資系企業が外国企業を訴えた例のサ

ンプルとして 7例を取り上げた。 

 

事例研究‐1 外資系企業がローカル企業を提訴した例 

紛争の概要：法国路易威登（LOUIS VUITTON：ルイヴィトン）が上海联家超市に起こし

た商標権侵害紛争の事例 （2006 年） 

<紛争の当事者> 

提訴側：法国路易威登(ルイヴィトン)、被告側：与上海联家超市有限公司（聯家スーパー） 

<紛争の内容> 

法国路易威登（LOUIS VUITTON：ルイヴィトン）は、上海联家超市有限公司内売り場で

販売した女性用バッグが、ルイヴィトンの商標権を侵害するものとして当該商品の撤収と

損害賠償を要求し提訴。 

<紛争の結果> 

裁判所は原告の起訴内容を認め被告に対し、当該商品の販売の停止と損害賠償金として 30

万人民元の支払いを命じた。 

出所：深圳保险律师法律顾问 net 

http://szbxls.anyp.com/ulilongchang/4956-128612.aspx     

 

事例研究‐2 外資系企業がローカ企業を提訴した例 

紛争の概要：诺基亚公司 (NOKIA)が特許権侵害を理由に天时达移动通信工业发展有限公司

と宋讯达中科电子有限公司を提訴した事例。(2006 年) 

<紛争の当事者> 

提訴側： 诺基亚公司 (NOKIA)、被告側： 天时达移动通信工业发展有限公司、宋讯达中科

电子有限公司     

<紛争の内容> 

上記被告会社 2 社が製造する携帯電話の外観が NOKIA が製造する携帯電話 7260 と酷似し

ており、デザイン特許権の侵害に当たるとして、その製造と市場からの撤収を求めて提訴



 42 

した。 

<紛争の結果> 

北京市第二中级人民法院は诺基亚 (NOKIA)の訴えを受理し、被告の 2 社に 50 万元的の賠償

を命じた。NOKIA はこれに対して、賠償額の問題ではなく、知財権保護の意味から内資企

業に対して強い警告になったとコメントした。 

出所：ChinaByte 

http://www.022net.com/2006/7-3/484772132870779.html  

 

事例研究‐3 日系企業がローカル企業を提訴した例 

紛争の概要：日本雅马哈发动机株式会社（日本 YAMAHA 発動機株式会社）が内資企業 4

社を相手取って商標権の侵害を理由に提訴した事例。(2007 年)  

<紛争の当事者> 

提訴側：日本雅马哈发动机株式会社（日本 YAMAHA 発動機株式会社） 、被告側： 浙江

省台州市浙江华田工业有限公司、台州嘉吉摩托车销售有限公司、台州华田摩托车

销售有限公、販売会社の計 4 社 

<紛争の内容> 

YAMAHA 発動機は当該被告会社が製造・販売するオートバイに“YAMAHA”  及び

“FUTURE”のロゴが付されており、これが商標権の侵害に当たるとして、当該

製品の生産の停止と販売の中止を求め提訴した。    

<紛争の結果> 

中国 高人民法院は YAMAHA の訴えを認め、被告 4 社に対して総額 8,300 千元の賠償金

の支払いを命じた。 

出所：CNFOL.com 

http://auto.cnfol.com/070613/169,1691,3052595,00.shtml 

 

事例研究‐4 ローカル企業が外資系企業を提訴した例 

紛争の概要：北京北大方正电子有限公司が美国暴雪娱乐有限公司(Blizzard entertainment 

Inc.)と上海第九城市信息技术有限公司に対して著作権侵害の訴えを起こした。（2007 年） 

<紛争の当事者> 

提訴側：北京北大方正电 子有限公司、被告側：美国暴雪娱 乐 有限公司 (Blizzard 

entertainment Inc.)及び上海第九城市信息技术有限公司。 
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<紛争の内容> 

北京北大方正电子有限公司は美国暴雪娱乐有限公司(Blizzard entertainment Inc.) と上海

第九城市信息技术有限公司が製造・販売したゲームソフトに、北大方正が独自に開発した

ロゴが無断で使用されていることを商標権の侵害として、1 億元に上る賠償請求を提訴した。

知財侵害に関する賠償請求額が高額であることから注目されている。 

<紛争の結果> 

 現在北京市高级人民法院において審議中。 

出所：新華 net 

http://news.xinhuanet.com/video/2007-08/16/content_6541321.htm 

 

事例研究‐5 外資系企業がローカル系企業を提訴した例 

紛争の概要： 

美国耐克（NIKE: 龙 步 业 业ナイキ）が晋江 之 鞋 公司、晋江康威鞋 有限公司、零售店欧尚超

市有限公司対して商標権侵害の訴えを起こした事例。（2007 年） 

 <紛争の当事者> 

提訴側：美国耐克（NIKE:ナイキ） 

被告側：晋江龙 步之 鞋业公司、晋江康威鞋业有限公司、零售店欧尚超市有限公司 

<紛争の内容> 

被告である欧尚超市有限公司は、上海や寧波にある支店の靴屋で晋江龙 步之 鞋业有限公司

と晋江康威鞋业有限公司が生産した運動靴「空中飞人乔丹鞋」（Air Jordan）の模倣品を販

売。2007 年 5 月、NIKE は商標権の侵害として、上海市第二中级法院に起訴状を提出、3

被告による商標権侵害を停止するよう訴えを起こした。 

<紛争の結果> 

商標権の侵害が認められ、3 被告に対し、NIKE の受けた損失として総額 35 万元の賠償金

支払いが命じられた。欧尚超市有限公司 16 万元、靴メーカー2 社がそれぞれ 10 万元と 9

万元の賠償金を負担。 

出所：中华零售网 

http://www.i18.cn/newscenter/news/guoneinews/2007-8-23/41079.shtml 

 

事例研究‐6 ローカル系企業がローカル系企業を提訴した例 

紛争の概要： 

广东电缆附件厂(現社名：广东长园电缆附件有限公司) が、广东电缆附件厂の元従業員が設
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立した佛山高连电缆附件公司と個人数名を、秘密技術の不正使用により利益を得たとして

起訴した事例。（2000 年） 

<紛争の当事者> 

提訴側：广东电缆附件厂（現社名：广东长园电缆附件有限公司） 

被告側：佛山高连电缆附件公司、陈灿、李丹梅、吕洪生、陈永德 

<紛争の内容> 

广东电缆附件厂(現社名：广东长园电缆附件有限公司)の元従業員が佛山高连电缆附件公司

(以下高连公司とする)を設立し、广东电缆附件厂の秘密技術を不正に使用して生産・販売を

行い、不正に利益を得たため、高连公司と元従業員である個人数名を起訴した。高连公司

の従業員の 1/3 が、かつての广东电缆附件厂の従業員であった。 

本件は国家が導入した重要技術の不正使用に関する案件であり、1 千万元にのぼる高額な経

済損失を引き起こしたことから、国家計画委員会（現：国家発展改革委員会）、国家科委の

関心も高かった。 

<紛争の結果> 

一審では、高连公司と陈灿ら 4 人に対し广东电缆附件厂の秘密技術の不正使用の停止と、

广东电缆附件厂に 900 万元の賠償金の支払いが命じられた。被告はそれを不服とし上告し

たが、二審でも一審の判決を支持し、被告の上告を退けた。 

出所：Sina 財経縦横 

http://finance.sina.com.cn/2000-10-26/19022.html 

 

事例研究‐7 内資系企業が内資系企業を提訴した例 

紛争の概要： 

北京北大方正集团公司は、北京高术天力科技有限公司が、北大方正のコンピュータソフト

を不正にコピーし販売するなど、著作権を侵害したとして提訴した事例。（2001 年） 

<紛争の当事者> 

提訴側：北京北大方正集团公司 

被告側：北京高术天力科技有限公司、北京高术科技公司 

<紛争の内容> 

かつて北京北大方正集团公司と北京高术天力科技有限公司は代理販売契約を結んでいたが、

1999 年 5 月に契約を解消した。その後北大方正は北京高术が不正にコピーしたソフトを販

売している証拠などの情報を収集し、提訴に踏み切った。 
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<紛争の結果> 

一審では、高术天力、高术科技に対し、著作権侵害行為の停止と、謝罪の公開、北大方正

と红楼研究所の受けた経済損失、調査費用など 100 万元余りの賠償金の支払いが命じられ

た。被告はこれを不服として上告し、二審でも被告の著作権侵害行為は認められたものの、

一審の賠償金額が減額され 14 万元となった。 

出所：比特網（China Byte） 

http://news.chinabyte.com/79/1620579.shtml 

 

 
３－３．中国知財権訴訟の特徴 

中国における知財件関連紛争においては、2 つの特徴が見受けられる。まず、中国内資系

企業同士の紛争においては、ミドルレンジ以下の製造技術侵害に関する紛争が多く、商標

権侵害の例が少ないこと、そして、外資系企業と内資系企業における紛争では外観、ロゴ

などの商標に関する紛争が多く、またハイテク技術に関する紛争が少ないことが挙げられ

る。 

中国の内資系企業は、外資系企業が所有し比較的模倣がしやすい知財を無断転用した商材

を生産、販売するためであり、知財に対する意識レベルの差がその大きな原因となってい

る。 

また、外資系企業が自ら所有するハイテク技術領域に、知財侵害の事例が見られないこと

は、内資系企業の技術レベルに大きな関係があることが判明した。それは内資系企業の生

産設備や技術レベルは、ローエンドからミドルレンジのものが大部分であり、ハイテク技

術に追いついていない現状があるためである。 

すなわち、内資系企業の多くは、外資系企業の所有するハイテク技術を取り込める製造環

境にないためである。内資系企業の知財に対する意識が変化することにより、模倣による

知財紛争は減少すると思われるが、それまでには長い時間が必要というのが大方の見方で

あり、この領域の知財紛争はしばらくの間続くものと思われる。 
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４．EU 諸国企業の現地法人における知財権保護の現状と対策 

企業選定にあたり、はじめに中国工商企業名録、中国外資企業名録、インターネット素

材などのデータソースから、EU 諸国(独、仏、英、伊を中心とする国々）に本拠地を有する

機械製造に関わる企業をリストアップした。 

次にリストアップした企業から知財権保護を重要な経営課題としている企業を電話イン

タビューでスクリーニングし、重要な経営課題としていない企業、回答拒否企業を削除し

た。 

このようにして選定した調査企業に対し、2008 年 1 月から 3 月の期間に、現地調査員に

よる調査表を使用した訪問インタビュー調査を実施し、その結果を中国現地調査機関が精

査、整理を行った。調査内容は、企業経営実態の概要、知財権の定義、知財侵害経験の有

無、知財紛争があった場合その顛末、企業としての知財保護手段、中国と本国政府に望む

内容など、知財権保護に関わる企業の実態をできる限り広範囲に、また深堀するように努

めた。 

またインタビュー手法においては、インタビューに応じた人物から、できるだけ詳しい

情報を獲得するため、調査内容の趣旨から離れない範囲で、調査員独自の判断で質問項目

を追加、修正する方法を採用した。 

 

 

４－１．インタビュー調査企業一覧 
 
■本拠地をドイツに置く企業 
企業 No.1 
事業内容：エレベーター、エスカレーターの製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.2  
事業内容：ディーゼルエンジンシステム、センサー、スターターモーター等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.3  
事業内容：半導体、集積回路等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.4  
事業内容：乳化機、ミキサー、混合機、濾過器、コンベヤー、パイプ設備等の製造、販売 
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所在地：江蘇省 
 
企業 No.5  
事業内容：情報通信、制御設備、電力設備、交通関連機器等の製造、販売 
所在地：北京市 
 
企業 No.6 
事業内容：各種スイッチ、カットアウトスタント、測量メーター等の製造、販売 
所在地：北京市 
 
■本拠地をイギリスに置く企業 
企業 No.7 
事業内容：汎用試験機、圧力試験機、張力試験機、衝撃試験機等の製造販売 
所在地：浙江省 
 
企業 No.8 
事業内容：ショベル・カー、積載機等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.9 
事業内容：マイクロ分析装置、インダストリアル分析装置、MRI 分析装置等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
■本拠地をフランスに置く企業 
企業 No.10  
事業内容：電気器具、照明制御システム、デジタル通信機器等の製造、販売 
所在地：北京市 
 
企業 No.11 
事業内容：マフラー、三次元触媒コンバーター、ステアリングコラム等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.12 
事業内容：スイッチソケット、低圧電器等の製造、販売 
所在地：北京市 
 
企業 No.13 
事業内容：水蒸気アイロン、蒸し鍋、掃除機等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.14 
事業内容：ベルト・コンベヤー、ベルトバックル、清掃器等の製造、販売 
所在地：上海市 
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■本拠地をイタリアに置く企業 
企業 No.15 
事業内容：織物検査装置、巻き取り機、自動包装機等の製造、販売 
所在地：浙江省 
 
企業 No.16 
事業内容：暖房放熱器、太陽エネルギー湯沸かし器等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.17 
事業内容：引き延ばし機、撚線機、押出し機等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
企業 No.18 
事業内容：セラミックス捺染機、シリカゲルローラー等の製造、販売 
所在地：江蘇省 
 
■本拠地をスウェーデンに置く企業 
企業 No.19 
事業内容：コンプレッサー、空気圧削岩機、電動工具等の製造、販売 
所在地：上海市 
 
■本拠地をデンマークに置く企業 
企業 No.20  
事業内容：コントローラー、バルブ等の製造、販売 
所在地：上海市 

 

 

４－２．調査結果 

調査企業 No.1 

製造分野：運搬機械 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：3,000 万元 

従業員数：286 人  

事業領域：エレベーター、エスカレーター等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 
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Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：当社の自主知財と、親会社から授権された知財が含まれ、主に会社名、商標名、ブラン

ド名、特許技術・デザインを指す。 

 

Q：御社の事業内容と知財導入状況を教えてください。 

A：当社は、中方企業と独の親企業の技術提携をベースに設立。 

中国における親企業唯一の生産拠点として親会社の技術とその管理理念を導入すると 

共に、親会社の欧州著名ブランドを製品に取り入れ、国内外市場向けエレベーター・ 

エスカレーターを現地で生産、エレベーター2,000 台、エスカレーター1,500 台の年産体制 

を整備している。製品は国内市場向けに導入するほか、ドイツをはじめとする欧州市場に 

輸出されている。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：過去には競合相手の不正競争により企業名、工場場所の盗用、製品合格証や検査記録な

どの品質証明の偽造といった知財侵害行為を受けた。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：2004 年 3 月、上海市虹口区品質技術監督局が上海の A 企業で運行中のエスカレーター4

台を検査し、当社が技術検定を求められた際、当該製品が当社の企業名、工場住所を盗用

し、製品合格書や検査記録などの品質証明を偽造していたことが発覚。 

この 4 台のエスカレーターは上海の B 企業が加工し、上海の C 企業に納入、さらにＣ企業

経由で A企業に対して販売したものであった。 

 

Q：その場合、どのように解決したか教えてください。 

A：当社は虹口質監局に対して B、Cの 2社の不法行為を告発した。 

虹口質監局は B企業に 36.8 万元の罰金を課し、違法所得 20 万元を没収した。また、C企業

にも 20 万元の罰金を課し、違法所得 2.6 万元を没収した。この 2社の行為は深刻に当社の

商業信用と権益を侵害し、経済損害をもたらした。知財侵害を理由に当社は 2005 年 8 月に

上海市第一中級人民法院に提訴した。同法院は受理後、2005 年 12 月と 2006 年 3 月の二度

開廷し審理した。 
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Q：判定結果を教えてください。 

A：上海市第一中級人民法院は当社の訴えを認め、中国の法律に基づき、被告である B企業、

C企業の両者に対し、当社への不当競争の停止、当社への悪質な影響の解消に向けた新聞へ

の声明発表、そして当社への与えた経済的損失に対し 6 万元の賠償金の支払いを命ずる判

決を下した。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社の既存の従業員は 300 人弱で、そのうち技術スタッフが約 200 人と全体の約 70％を

占めている。 

これまで当社は経営管理人員、ハイテク技術スタッフ、生産操作スタッフの育成を重視し

合理的な採用メカニズムを確立してきた。 

定期的に業界の専門家、学者を招聘して社員教育をするほか、技術スタッフの中から人員

を選出して各種研究に参加させている。また、定期的にドイツの専門家を会社に招き、欧

州エレベーターの設計理念を紹介している。従業員研修のため、優秀なスタッフを選出し

て欧州に派遣することもある。従業員の知財保護意識の向上を図るため、社員教育の中に

は知財保護関連内容の講義も重要な部分として盛り込まれている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。 

A：当社は管理において親会社の経営理念を取り入れ、それに依り社内規定を制定した。 

知財保護は主に行政機関への知財申請・登録、競合相手の知財侵害対策、社内技術スタッ

フの知財保護義務の明確化、責任の所在の明確化、技術流出対策の面から厳しい管理規定

を作成した。当社の従業員、特に技術スタッフに対しては特許技術・デザイン保護の責任

を義務付けている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。 

A：現在、当社には経営管理スタッフが合わせて 28 人在籍しているが、知財保護について

知財の使途、管理によって責任者を配属している。 

これらの管理スタッフは知財保護のほか、各自の部門の経営や会社の経営会議にも参加し、 

管理責任を負っている。 
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（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：当社では大部分の製品とその技術、ブランドを独の親会社から導入しており、知財供与

料を支払うほか、現地における親会社の知財保護にも責任を負っている。親会社は現地で

の特許取得、知財保護に向けて中国へ製品を導入すると共に、現地工商政管部門、知財局

へ商標名、著作権、技術・デザイン特許の申請を行い、合法的な知財所有権を取得してい

る。独親会社の中国生産拠点として、当社は中国での知財を保護する義務があり、今後は

既定方針を堅持した上で、自主知財の確立に取り組む。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：具体的に独親会社の知財を合理的に活用し、社内外での保護ルートの確立に取り組む。 

社内では知財管理の強化をはかり、社外では政府行政・法律からの保護を求める。また、

現地での研究開発が進むと共に、特許技術・設計の先行申請を強化する。 

他社により商標や特許の侵害を受けた場合、証拠収集、仲裁申請を 優先的に考慮する。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：21 世紀は経済のグローバル化が一層推進される。政府は自国の知財を保護する意味から

も、海外で企業がいかに知財を保護できるかについての指導、また知財権保護に関する法

整備を通して、企業との交流を深めて欲しい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：知財保護において、中国政府は小型電器、映像製品、ソフトウェアをはじめとする知財

侵害を受けやすい製品の特許保護、書籍・雑誌の著作権の保護強化に迫られている。海外

の先進国の経験を参考に、知財保護の法整備・行政管理を進める必要がある。知財保護環

境の改善は中国政府のイメージ、国際プレゼンスの強化に資すると思う。 
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調査企業 No.2 

製造分野：電子製品 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：5,100 万米ドル 

従業員数：14,000 人（中国従業員全体） 

事業領域：ディーゼルエンジンシステム、センサー、スターターモーター等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財は主に親会社の技術特許、設計特許、商標、著作権、ロゴ、ドメイン名などを指す。 

 

Q：中国現地への知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は 1990 年代半ばに中国進出を進め、これまで全額出資又は合弁を通じて事業分

野を 1994 年進出当初の自動車部品から電子機器、包装機器、安全保護システムなどへと拡

大している。 

これらの製品は主に親会社からの技術供与を軸に生産現地化が進められ、一切の特許技術

は親会社と現地子会社が所有しているが、製品の包装、ブランド、ロゴはいずれも親会社

のものを採用している。 

当社の中国事業は自動車部品が主力事業で、合計 8 拠点が整備済みである。製品は技術価

値が比較的高い基幹部品で、主に欧米自動車メーカーの現地拠点に納入している。 

包装機器、電子機器などは全額出資で、自動車部品に次ぐサブ事業として参入している。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：自動車部品分野では、当社はミドル・ハイエンド市場向け製品が中心で、技術性が高い

ため、ローエンド製品に特化したローカル企業ローカル企業からの知財侵害を受けること

は考えにくいが、世界デジタル会議システムやドメイン名において中国で知財侵害を受け

たことがある。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：世界デジタル会議システム市場において、当社はトップシェアを誇っているが、2000 年
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初頭以降、中国ローカル企業である A企業が同分野に参入、さらに海外への拡販を進めた。 

当社の調査によると、同社の製品は当社の知財を侵害する疑いがあった。また、当社のド

メイン名について B企業と紛争があった。 

 

Q：その場合、どのように解決したか教えてください。 

A：A 企業の E シリーズの会議システムの外観デザインが当社の製品と一致し、知財侵害の

疑いがあったため、当社は 2005 年 4 月にドイツフランクフルトで A企業を起訴した。フラ

ンクフルト裁判所は 2005 年 9 月に開廷して審理、同年 10 月に A 企業の E シリーズによる

当社の知財権侵害を認める判決が出たが、A 企業は同製品が完全自主知財権を持つもので、

中国と EU でも特許を取得したことを主張し、判決結果を不服とし、ドイツフランクフルト

高等裁判所に上告した。 

ドイツフランクフルト高等裁判所で同申請が受理され、2006 年 2 月に審理が行われた。  

しかし今回は、原因はいくつかあるが当社が訴訟申請を取り下げ、同社の製品の EU での継

続販売を認めた。 

 

Q：その原因を教えてください。。 

A：それは当社が訴訟申請を取り下げたことによるところが大きいと考えられるが、 当社

がなぜ A企業の該当製品販売を臨時的に停止させるための起訴を取り下げたかについては、

複雑な原因を抱えており、ここで詳しくはお伝えできないのでご了承願いたい。 

          

Q：ドメイン名の紛争に関して教えてください。 

A：当社の商標は世界的に著名なブランドで、市場プロモーションを通じてすでに世界的に

広大な消費者に認められており、世界各地で当社ブランドの製品が販売されている。 

B 企業は自動車部品メーカーとして、当社の商標を認知しているはずだが、2003 年７月に

は先行して当社のドメイン名を登録した。そのため当社は、2006 年 2 月に中国国際経済貿

易仲裁委員会に仲裁を求めた。 

その結果、当該ドメイン名紛争の提訴が成立、紛争のドメイン名を当社の所有権とする判

決が下された。  

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は世界的に著名な企業であり、各分野においてハイテク技術と特許技術を多く有し
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ているため、知財保護の意識が高く、早くから社員教育の基本方針に知財保護を盛り込ん

できた。 

当社は中国で多くの拠点を抱えているが、管理層も含め他社員への教育は定期的に行われ

ている。各事業拠点は自社の需要に応じて独自で社員教育を実施することができるが、当

社では、中国事業の統括会社として、主に会社知財案内、知財保護内容・措置や知財侵害

対策について、知財保護のための社員教育を行っている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：多国籍企業として、知財保護の体制整備は当然のことである。知財保護関連の社内規定

は主に知財の利用、特許技術の秘密保持について定款を作成している。現地子会社と関連

事業部門に当社の知財保護を義務付けている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。 

A：当社は統括会社として中国事業のすべてに管理責任がある。本部には知財保護を担当す

る部門とグループを設立したほか、各事業拠点での知財保護を担当する責任者と部門も明

確化した。当社にとって、知財を効果的に保護するためには、このような体制の構築が必

要である。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：現在、中国のローカル企業はミドル・ローエンド市場向けを中心に製品ラインを整備し

ており、特に自動車燃料システムのようにハイエンド市場を寡占している当社は、技術が

低いローカル企業からの知財侵害を受ける可能性は今のところ低いが、中国でも近年自主

開発が進んでおり、中長期的に見れば、ハイエンド市場へのローカル企業の参入が必至で

ある。 

特にローカル企業は外資系のハイテク製品の技術を参考に模造することが想定され、あら

かじめ対策を立てておく必要がある。当社にとって、知財はシェア争いに勝つための有力

な武器である。 

今後は知財を拡充すると共に、知財保護に向けて知財局への特許申請、一切の行政・法律

体系から知財保護に取り組んでいく。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 
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A：具体的にどのような方策を取るかについては、当面結論を出すのは難しい。知財侵害を

避ける対策を検討し、必要に応じて実態に対応する方策を導入し、知財侵害を受けやすい

電子製品を中心に知財保護を強化するであろう。 

また、現地での研究開発が進むと共に、特許技術・設計の先行申請を強化し、知財保護に

向けた法律支援を求めていく。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：ドイツをはじめ EU 諸国は知財保護において世界をリードしている。政府への要望とし

ては、主に自国企業の知財保護の義務化、自国企業への行政支援、交流体制の構築がある。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国では知財保護の環境整備が先進国より遅れているため、知財侵害を受けた海外進出

企業からの苦情が多い。 

中国政府にとって国内の知財保護の法整備の推進、行政機能の強化、知財侵害企業への処

罰強化、コピー品の流通禁止、知財紛争製品の生産販売許認可権の撤廃が当面の課題とな

り、当社はこれらの面で中国政府が改善に取り組んでいくことを望んでいる。  
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調査企業 No.3 

製造分野：情報通信機 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：3,000 万米ドル 

従業員数：3,000 人（中国事業全体） 

事業領域：半導体、集積回路等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例      

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に本社の所有する著作権、技術特許、商標、ロゴ、デザインなどを指す。 

 

Q：貴社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：、親会社 1995 年に上海に本部拠点を設立、1996 年以降に無錫、西安、蘇州、深セン、

北京で事業拠点を整備した。 

中国での事業拠点は蘇州工場を除いて親会社の全額出資子会社で、現地事業の展開と共に、

特許を含めた知財の導入と現地人材の確保が必要となり、2007 年時点で現地従業員数は

3000 人にまで拡大した。 

また、2007 年時点で親会社は中国を含めて世界で 41,000 件の技術特許を取得している。 

海外市場と同様、親会社の中国事業はチップパッケージングとシステムインテグレーショ

ンの IT 事業に集中、製品のグレードアップと新規特許技術の開発が市場シェアを確保する

ためのカギとなっている。 

中国進出以降、顧客と市場のニーズに従い、一連のローカル市場向け製品を開発しており、

これまで半導体ソリューションは各分野に応用されている。 

また、すでに中国で研究開発、生産、販売、技術サポートを含めた完全な産業チェーンが

整備され、上海、西安には国内の人材支援を活用した研究開発センターを有している。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：商標の知財侵害と不当競争でローカル企業と紛争が起きた。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 
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A：当社の主力事業はメモリ、チップカード、有線・無線通信の半導体製品及びシステムソ

リューションで、世界をリードする半導体企業として市場シェアは世界トップ 10 を維持、

業界で高い知名度を博している。 

当社は 2002 年 10 月に世界知財権組織に独自の商標の国際登録を申請、中国でも当該商標

が法律の保護を享受することができる。 

2003 年 4 月以降、中国国内で当社の商標を導入した。しかし、ローカル企業の A企業が 2004

年 9 月に杭州市工商行政管理局に当社のロゴと名称が同じ商号を登録、その製品も当社の

製品と同じ種類であり、ホームページと関連サイトでは当社の社名を使用していた。その

ため、消費者や顧客が当社の製品とと混同してしまう結果を招いていた。 

 

Q：その場合、どのように解決したか教えてください。 

A：A 企業の商標侵害と不正競争を理由に、当社は 2006 年初め、浙江省杭州市中級人民法院

に同社の不正行為を提訴した。 

杭州市中級人民法院は 2006 年 2 月に当社の提訴を受理、法律に基づいて合議制法廷を組み 

2006 年 11 月に開廷して審理を行った。審理の過程で双方による協議が行われ、和解に至っ

た。被告は当該商号の使用を停止、かつ 2007 年 1 月 30 日までに現地工商行政管理部門で

既存の商号の取り消しと変更の手続きを行う。 

また、パブリシティ、名刺、会社経営場所の看板及び会社トップページで当該ロゴの使用

を停止、企業名略称の使用も取りやめる。。 

そのほか、当該案件の審理費用と当社の証拠調査に発生した費用を負担することとなった。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：1990 年代半ばの中国進出以降、当社は現地で研究開発、製販、技術サポートを含めた事

業体制を整備、従業員数も当初の数十人から 3000 人にまで拡大した。 

それに伴い、知財保護を含めた従業員教育が課題として浮上しており、当社は 2000 年初頭

から社員教育体制の整備に乗り出した。 

知財保護に関する社員教育としては、主に従業員の知財保護意識の向上、会社の知財方針、

特許技術保護、競争中の知財の重要性などを中心とした内容となっている。 

従業員教育は上海統括会社に限らず、各事業拠点とも必要に応じて社員教育を定期的に実

施している。特に、新入社員教育については毎年行われている。 
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Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：多国籍企業として当社はこれまで自身の知財保護を重視してきた。 

アジア地域、特に中国での事業開拓に伴い、現地の法律・言語習慣の尊重のもと、知財機

関への商標・知財申請を強化する一方で、社内の知財保護にも取り組んでいる。すべての

従業員を対象に、会社の知財保護の重要性、会社知財保護の義務を認識させるため、様々

な管理規定を制定している。従業員は、当社の一員として会社の知財を保護する義務があ

り、知財保護に貢献しなければならない。 

知財を利用する各部門に知財保護の責任を課し、社外への流出が確認された場合はその責

任を追及する。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社は上海の統括会社として、知財保護の総括責任を負い、知財保護関連の業務を担当

する部門を設置している。また、各事業拠点のトップは会社の知財申請・取得及びその後

の知財保護業務の管理責任を負う。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：1995 年の中国進出以来、当社は現地での知財申請、商標登録を通じて法律の保護を求め

ている。現時点で中国での子会社 8 社はいずれも同一の商号として採用している。当社は

毎年中国及び全世界で巨額の資金を投じ、様々な方法で独自の商標及び関連製品のプロモ

ーションを行う。 

特に 2003 年以降は中国の各都市で商標及びその製品の広告を投入し、展示会や新製品発表

会にも幾度となく参加してきた。市場で当社の商標やその製品を宣伝する一方で、著名ブ

ランドとしての地位を確立し、保護を受けるのが狙いでもある。今後も既定の方針を堅持

していく考えである。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：当社はすでに世界著名ブランドとしての地位が確立されており、その商標、製品は市場

に受け入れられている。杭州ローカル企業との商標侵害紛争の勝訴もあり、今後は商標侵

害をさほど心配することはないであろう。ただし、特許技術の保護については常に課題で

あり、必要に応じて実態に対応できる施策を導入する考えであり、知財侵害を受けやすい

製品を中心に社内の知財保護対策と法的支援の求めに取り組んでいく。 
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（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：ドイツは知財保護に関しては世界をリードしており、当社は知財侵害を心配することは

ないが、海外からの廉価製品の輸入拡大による市場の分散化、受注の減少など、今後の動

向に関する情報提供をお願いしたい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国での商標侵害の訴訟を経験しており、中国の関連機関の商標登録審査・許可政策の

見直しに期待している。商標審査の行政許可の段階から厳格な対応がされていれば、当社

が中国で商標侵害と不正競争の影響を受けることは避けられたと考えている。中国政府に

とって、知財保護の法整備推進、行政機能の強化、不正競争防止、コピー品流通禁止が急

務となり、その改善策の導入をを望んでいる。 
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調査企業 No.4 

製造分野：産業機器 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：40 万米ドル 

従業員数：300 人 

事業領域：乳化機、ミキサー、混合機、濾過器、コンベヤー、パイプ設備、マフラー等製

造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：親会社から導入した製品の技術・デザイン特許、当社が現地で登録した商標、ブランド

名、ドメイン名など。 

 

Q：御社の中国事業と現地への知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は中国の WTO 加盟以降の 2002 年に中国進出に備え、2003 年に当社を設立、ドイ

ツ本部から生産設備と技術を導入し、現地で国内外市場向けの各種産業機械と設備の生産

を行っている。そのうち 30％の製品が海外向けである。現在、当社では研究開発、生産、

販売の一体化を目指し、親会社から導入した技術をベースに開発の現地化を進めているが、

そのブランド、商標は依然として親会社のものを採用している。 

現地開発事業体制の整備が遅れ、現時点で特許技術・デザインは親会社に依存している状

況である。今後は自主開発の推進に伴い、現地で開発した技術と新型製品への切り替えが

見込まれる。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：現在、当社で生産する製品は主に小型工業設備と機器であり、その製品は石油、化学工

業、医薬、農薬、染料、食品、プラスチック、製紙、環境保全などの産業部門に広く使用

されているが、製品の技術精度、機能精度ともに高い。そのため、技術開発能力を持たな

いローカル企業にとって、同製品分野への参入は容易ではない。 

製品の生産は主に外資系企業と少数のローカル企業により行われているが、これらの企業

は比較的高い開発・生産能力を持っている。それに加え、各企業とも知財保護を重視して
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おり、知財が侵害されることはあまりない。 

 

Q：御社の知財保護への取り組みを教えてください。  

A：当社は中国進出までに現地の工商・知財管理機関で独自の商標、ブランド名や技術・デ

ザインの特許を申請している。中国事業の展開に伴い、当社はこれらの知財を生かし、現

地で独自ブランドの製品を生産し、国内外に向けて販売している。 

 

Q：御社の知財権保護への認識を教えてください。 

A：企業にとって、自主知財を持つ製品の量産体制の確立は重要な課題であり、厳しい市場

競争の中での競争力の獲得、収益体制の構築、プレゼンスの強化につながる。 

現在、市場競争は製品競争、価格競争から自主開発競争、知財競争へと分野を広げている。

中国政府も近年、自主ブランド、自主開発能力の育成を奨励している。 

現地の外資系企業を含めた中国の生産企業は、海外への技術依存からの脱却が長期的課題

となり、自主知財を有することで優位に立てる。ブランドであれ技術であれ他者へ依存す

るようであれば、企業の将来性は望めず、長期的に見て企業の成長にとっては不利である。

そのため、自主知財の獲得は企業の持続的な成長のための前提であると思う。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社では毎年定期的に社員教育を実施している。会社の知財について従業員教育内容の

一部として盛り込まれているが、どのように保護するかは詳しくは解説していない。主に

企業知財への従業員の認識、自己責任意識の向上に向けた教育である。ただし、技術開発

人員に対する教育は、技術ノウハウの把握、アフターサポートへの対応を中心に実施、  

技術秘密の保持、社外への流出禁止の義務は重点として位置づけられている。 

 

Q：御社の知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：当社では親会社の既存管理規定をベースに中国現地の法律と照合して、社内規定を制定

した。知財保護について、主に会社の著作権・商標権・特許権の合理的な利用に関する定

款を明確化している。特許技術とデザインに詳しい技術・生産部門のエンジニアと中堅技

術スタッフには知財保護が義務付けられている。 
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Q：御社の知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在、知財の管理、保護は主に行政・総務課が担当している。生産・技術部門は知財の

利用と新規技術の開発にあたり、会社への報告が義務付けられている。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：現在、当社の商標や特許を含めていずれも親会社から導入したもので、中国現地で登録

し、授権を取得しているが、これら知財を合理的に生かし、効果的に保護するのは当社の

責任となる。今後は知財の保護に法的手段を取る方針で、行政機関と現地法律からの保護

を求める。一方で、会社内部では知財の管理を強化し、特許技術の流出を防止する。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：具体的な方策はほぼ前述の方針に準ずる。外部では行政・法律からの保護を求め、内部

で知財管理の強化、社外への流出の対策に取り組む。また、製品のプロモーションを進め

ると共に、知財をセールスポイントの一環として宣伝する。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：、親会社の所在国の政府には、本国からの海外進出企業へ向けた知財保護への支援を希

望する。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：これまでの中国の知財保護に対する取り組みは不十分であると実感している。特に露店

ではコピー品や偽造品、海賊版映像製品などをよく見かけるが、これらの行為に対する工

商管理部門の取り締まりが不十分であるので、徹底してほしい。今後は良好な市場環境の

創出に向けて行政管理機能を強化する必要があり、世界全体で知財保護を進めていくこと

を希望する。 
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調査企業 No5 

製造分野：電子製品 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：5億元 

従業員数：50,000 人強（中国従業員全体） 

事業領域：情報通信、オートメーション化・制御設備、電力設備、交通機器、医療機器、

家電等の製造、販売         

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：親会社とその中国子会社の登録商標、特許技術、デザイン、著作権などを指す。 

 

Q：御社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社の中国事業は 1872 年から始まり、当初は輸出を中心としていた。1990 年代から

親会社は中国の改革開放政策の推進を背景に、現地での事業拠点と事務所の整備を展開し

てきた。2007 年末時点で現地子会社は 90 社、事務所は 60 ヵ所を上回っている。 

中国での事業内容は情報通信、交通機器、家電、オートメーション化制御、医療機器をカ

バーしている。当社は現地メーカーとの合弁と全額出資を活かし、中国事業の開拓に取り

組んでいる。そのため、特許技術の導入は中国進出に必要な条件として進められ、これま

で各進出分野にも親会社の特許技術、商標と関連製品を投入している。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：当社のコピー製品が出回っていた。また、商標をめぐりローカル企業との訴訟もあった。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：当社は多くの分野で事業を展開しており、製品の範囲が広い。また、ブランド知名度が

高い多国籍企業として認知されている。これまで一部の現地民営企業により、当社の商標

と製品がコピーされたことがあるが、工商部門の取締りを受けている。また、それは小規

模な流通に限定され、正規ルートを通じての販売ではないため、当社は大きな影響を受け

ていない。しかし、商標所有権をめぐり、現地テレビ製造大手の A 企業との訴訟紛争があ
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った。 

 

Q：その場合、どのように解決したか教えてください。 

A：A 企業は本社が所有する独自の商標と酷似した商標を登録していた。本社は商標所有権

をめぐりドイツケルン地方裁判所に海信を起訴していたが、2005 年 3 月、双方は北京にお

ける交渉を経て和解した。その結果で、本社は A 企業の起訴を断念し、ドイツと欧州で登

録した独自の商標を A 企業に譲渡した。この事件の和解には、中国商務部、中国家用電器

協会が大きな役割を果たした。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は事業分野が広い世界的に著名な企業で、早くから社内教育体制の整備に乗り出し

た。中国において例外ではなく、教育体制の整備の必要性から、毎年社員研修を実施して

いる。その社員研修には、知財保護関連の内容が社員教育の一環として盛り込まれている。

主に会社知財の案内、知財保護意識の向上、知財の役割の説明を行っている。また、各事

業拠点は各自の需要に応じて社員研修を行い、あるいは海外へ研修人員を派遣することも

ある。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：当社にとって知財保護のための社内規定の制定は当然であり、主に知財の利用許可、秘

密保持、技術流出対策を中心に責任や義務、管理既定を明確化した。社員全体にも知財保

護の責任を義務付けている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社から導入した特許技術、商標を含めた知財は主に統括会社によって管理されている

が、現地で開発した技術やデザインなどはその開発者と利用者の責任で、その経営者と知

財管理担当が知財保護の責任を負う。その保護責任の所在をを明確化するため、統括会社

と現地子会社との間で、協議を締結したようだ。これは経営上の秘密であり、社内で公開

されていないので、知っているのはこれだけである。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、会社の今後の方針を教えてください。 
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A：当社はハイテク技術を多く有し、開発能力が高い企業として、特許の申請・取得を重要

視している。今後も引き続き知財保護のため、特許の申請、取得に取り組み、合法的な権

益を確保する。現時点で、当社は主にミドル・ハイエンド市場向け製品を中心に現地事業

を展開しており、新規参入に際して技術難易度が高い製品であるため知財侵害を受ける可

能性が低いと思うが、そのまま放置していてはいけない。今後は知財保護に向けて利用可

能な措置を検討していく。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。

A：現在、新しい方策はまだ明確になっておらず、これまでのように必要に応じて実態に対

応できる方策を導入していく可能性が高い。当社の知財が侵害を受ける場合は、法律手段

又は双方の和解により解決する。知財侵害の訴訟が発生すると、証拠収集、訴訟対応、メ

ディアへの対応など、非常に面倒である。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：ドイツ企業の一員として、主に会社の今後の成長と知財保護環境の整備に関心を持って

いるが、政府には企業との情報交換、知財保護への支援、知財保護関連教育の強化に手を

尽くしてほしい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国の知財保護の法整備は進んできている。また、今後は現地系企業の開発力の向上に

より、海外企業の知財を侵害し、その製品をコピーすることが減少していくと思う。 

中国政府には、知財保護のための行政管理機能の強化、コピー品の取り締まりを強く要望

する。 
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調査企業 No.6 

製造分野：電子機器 

親会社国籍：ドイツ 

資本金：200 万元  

従業員数：50 人 

事業領域：カットアウト式負荷遮断スイッチ、カットアウトスタント、母線/バスダクト、

低圧スイッチボックス、測量メーター、低圧コンポーネント電器の製販等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に親会社から導入した発明特許、技術・デザイン特許、商標などを指す。 

 

Q：貴社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は 1996 年に中国法人である当社を設立、現地でスイッチ、カットアウトスタン

ト、母線/バスダクト、低圧スイッチボックス、測量メーター、低圧コンポーネント電器の

生産を開始した。現時点で年間売上高は約 3,000 万元で、事業規模はまだ小規模である。 

そのため、開発体制の整備がなされていない。技術では親会社への依存度が高く、現地で

の生産品は主に親会社の特許技術、デザインや商標を採用している。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：特許権をめぐり、A企業との間で訴訟問題があった。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：当社は 2004 年 10 月に登録商標の専用権を取得し、計 9種類の製品が当該商標を使用し

ている。A企業の生産製品においても同じロゴが採用されていたことが発覚し、当社の商標

権が侵害されていた。 

 

Q:この場合、どのように解決したか教えてください。 

A：当社は商標権侵害を理由に A企業を北京市第二中級人民法院に提訴した。2005 年 3 月に

同法院によって受理され、2005 年 5 月に開廷して審理が行われた。 
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その結果、商標法によって当社の登録商標の特許権は法律の保護を受け、 終裁定で当社

が勝訴した。被告は疑問を呈したが、法的根拠が不十分で、受け入れられなかった。 

A 企業は商標権侵害を停止し、当社に経済損失 1万元を賠償するという判決であった。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社では社員教育は必要に応じて行われることがある。主に生産に対応する技術操作知

識の教育を行っている。社員教育の内容としては、会社案内、業務関連の知識などがある

が、知財保護に関しては特に盛り込まれていない。 

 

Q：御社は知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：当社では知財保護関連の社内規定は主に技術・デザイン特許の利用、保護に及ぶ。技術・

デザイン特許を利用する生産部門の技術関連スタッフには、知財保護と会社技術秘密保持

の義務、責任が課されている。 

 

Q：御社は知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在は会社の規模が比較的小さく、経営者が会社の知財保護、会社管理の統括責任を負

っている。特許技術の実用化、製品への応用はすべて会社の決定の上で実行されるが、そ

れらを使用する部門には知財保護の義務が課されている。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：現在、スイッチ市場では市場競争が激しく、競争力のある知財を獲得することは市場シ

ェアの維持、開拓につながる。今後は技術のグレードアップ、新規技術の導入と共に、国

家関連機関への申請を優先的に行う。 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：具体的にどのような方策を取るかについては、知財の発展状況に応じて検討していく。 

特許申請、製品プロモーション、会社のブランド知名度の向上への取り組みを通じて他者

による知財侵害を避ける考えである。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること。 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体
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的に教えてください。 

A：政府への要望として、自国企業の知財保護、特に海外での知財保護への支援、知財審査

許可の厳格化、知財侵害防止のための政府の行政機能の強化がある。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国では知財保護対策が先進国に比べ遅れているが、 近体制の整備が進んでいる。現

在市場ではコピー品、偽造品が多く出回っているので、これらの商品の流通禁止が急務で

ある。あわせて、知財保護の法整備、行政管理機能の強化が望まれる。 

 



 69 

調査企業 No.7 

製造分野：精密機械 

親会社国籍：イギリス 

資本金：399.8 万米ドル 

従業員数：500 人  

事業領域：汎用試験機、圧力試験機、張力試験機、衝撃試験機、耐摩擦試験機、特殊用途

試験機等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：当社において、知財とは親会社の特許、著作権、商標と、パートナー企業が有する既存

特許、商標及び合弁双方の共同で開発した技術・デザイン特許、中国での登録商標などが

含まれる。 

 

Q：御社の合弁事業と知財導入状況を教えください。 

A：当社は親会社と現地パートナー企業が 1990 年代半ばに設立し、親会社から技術を導入

して各種試験装置を生産、傘下には分工場 5 ヶ所と合弁子会社 2 社を有している。製品は

国内市場だけでなく、アメリカ、カナダ、欧州、東南アジアなどの海外市場にも輸出され

ている。特許技術を含めて知財は大部分が親会社のもので、またそれをベースに現地開発

が進んでいる。 

 

Q： 御社は知財の保護のため、どのような措置を取っていますか。 

A：生産型企業が市場に受け入れられるには、製品技術に優れ、コストパフォーマンスも高

くなければならない。設立以降、当社は主に親会社から特許技術・デザインを導入し、パ

ートナーの既存設備などの資源と融合させて、現地ニーズに対応する高付加価値製品の開

発、生産に取り組んできた。それと共に、特許技術を含めて知財の保護は重要な課題とな

り、当社でも早くから認識されていた。1990 年代半ば以降、当社は新規に導入するデザイ

ン、技術、商標などについて、タイムリーに国家知財管理局と工商行政管理局への申請を

行い、これまで多くのの特許を取得している。既存の商標、ロゴ、中英企業名については

いずれも登録している。これは合法的な手続きを履行することで、社内外から包括的に知

財保護を目指すためである。 
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Q：これまで御社は特許技術を含めて知財が他者によって侵害されたことがありますか。 

A：厳密には知財侵害とは言えないが、市場で当社の製品と一部のデザインが酷似する製品

が見つかった。当初は当該製品を生産するメーカーによる当社の特許侵害を疑っていたが、

同製品についての資料や情報を収集・分析した結果、知財侵害と断定できなかったため、  

本件に関する調査を中止した。中国では試験装置を生産する企業は少なくとも数百社あり、

製品のデザインや技術において共通点が存在するのは自然なことで、技術を完全にコピー

しているなどでなければ、知財を侵害しているとは判断しがたい。 

一旦紛争が起こると、会社としてもその対応に人力と資金を要し、通常の業務への影響も

免れない。 

 

Q：その場合、どのように対応しましたか。 

A：会社の合理的な権益を守らなければならず、知財侵害をないがしろにしてはいけない。 

当社は合弁会社で、多くの技術は出資者である親会社から導入したもので、同社の権益を

守る義務がある。知財侵害の事実がないことが確定されるまで、当社は資料収集や、知財

申請登録機関との打ち合わせなど、終始水面下で対応した。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：現在、当社では従業員約 500 人のうち、技術開発関連スタッフは約 100 人を占めている。 

生産や技術サポートなどの業務に応じて、当社では定期的に技術関連の社員教育を実施し

ている。そのなかに知財活用、知財保護関連の内容を盛り込んでいるが、社員教育の一部

にすぎず、もっぱら知財保護を目的とした社員教育を実施したことはない。知財保護関連

の内容を含む社員教育は従業員の知財保護意識の向上に役立つが、会社の知財保護に必ず

しも役立つとは限らない。 

 

Q：御社は知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：1994 年の設立からこれまでの約 14 年、会社の成長と共に社内の体制整備と管理規定の

改定も進められてきた。知財保護対策についても積極的に取り組み、当社では生産・技術

部門のエンジニア、技術スタッフの、競合他社への転職や技術秘密の流出防止のため、技

術秘密保持契約を結んでいる。また従業員全員に、会社の知財を保護し、会社の利益を守

ることを要求している。 
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Q：御社は知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社には経営の必要によって作業と責任を細分化する事業部門を複数設立しており、現

在、行政と生産・技術部門を中心に、知財保護を担当する社内体制を敷いている。行政部

門は知財の申請、管理やその他内外への対応を担当し、生産・技術部門は主に技術の利用、

開発において知財保護と直接的な関係がある。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：知財保護を新規研究開発と並ぶ重要な課題とする。知財保護のためには、従業員の保護

意識と法による保護が も重要である。自社の保護意識の向上と共に、行政・法律の保護

を求めるというこれまでの方針を堅持する考えである。当社で新規知財が開発された場合、

知財局への申請、所有権取得を迅速に行う。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：知財保護に向けて行政・法律の支援を求めるほか、実際に当社の知財が侵害された場合、

調査を通じて証拠を収集、裁判所に提訴することを優先的に実行するが、実態に応じて、

相手と協議の上で、友好的な解決をはかることも考慮する。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：それについてはこれまで考慮しておらず、ノーコメントとさせていただく。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国政府には行政機能の強化を第一に望んでいる。現在、市場では特に CD、映像製品な

どのコピー品が出回っているが、これらの違法行為を効果的に管理する体制がまだ整備さ

れていない。企業の合法的な権益はもちろん、消費者の合法的な権益を守ることが政府の

義務である。 
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調査企業 No.8 

製造分野：産業車両 

親会社国籍：イギリス 

資本金：870 万米ドル 

従業員数：50 人（増員中） 

事業領域：ショベル・カー、積載機等生産、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に親会社の中国現地の工商行政部門と知財局で登録した商標、ブランド名、ロゴ、企

業ドメイン名、製品のデザイン・技術特許などを指す。 

 

Q：御社の事業と知財導入状況を教えてください。 

A：当社は親会社の全額出資で設立した中国法人で、親会社の自主知財を持つショベル・カ

ー、積載機を生産している。中国の経済成長を見据えた 親会社は 2004 年に中国統括会社

として当社を設立、中国市場と海外向け産業機械の生産現地化を進める方針である。。商標、

ブランド、特許技術・デザインはいずれも本社から導入したもので、2006 年 4 月に本格的

に生産を開始した。 

 

Q：御社の中国進出は比較的遅いですが、その前に中国向け輸出実績はありますか。 

A：中国進出前に、中国向けの輸出は行っていない。2003 年にローカル企業 A企業と合弁で

工事機械と農業機械を生産する会社を設立した。当社は統括会社として 2004 年に設立され

た。2社の製品と知財は主に本社から供与されている。 

 

Q： それでは御社の知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたことがありますか。 

A：中国に進出してから日が浅く、当社が現地で知財侵害を受けたことはまだない。現在、

中国の工事機械企業は約 500 社で、現地系、外資系企業ともに、独自の知財を取得してい

る。一方で、同分野ではハイエンド・ミドルエンド・ローエンドの市場構造が鮮明で、各

企業の各自の製品に応じてターゲットユーザーの棲み分けがある。外資系企業はにミド

ル・ハイエンド製品の生産がほとんどであるが、現地系企業はロー・ミドルエンド製品に

集中している。本業界では現地系企業間で特許紛争の発生が多くみられるが、外資系の知



 73 

財侵害はあまり発生していないようだ。 

 

Q：弊社の知財保護への認識を教えてください。 

A：知財保護は世界的に重視され、各国において新規知財の申請が毎年急増している。特に

特許技術の獲得は企業の発展にとって有力な武器となり、製品のモデルチェンジ、マイナ

ーチェンジ、販売競争力の確保につながる。当社でも世界のほかの企業と同様、知財を企

業の持続的成長に寄与する重要な要素に位置づけている。現在、当社の知財は主に親会社

のものを採用しているが、中長期的なプランでは現地開発体制の整備も予定しており、企

業の発展に応じた自主知財の確保も重要な課題となっている。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：現時点で当社の従業員数は 100 人未満で、増員中である。稼動から 2年未満で、事業は

まだ軌道に乗っているとは言えない。2009 年までに、第 2 期工事の整備に伴い、従業員数

を 500 人に増員する予定である。それまでに、事業の本格化と共に、知財保護を含めた従

業員教育が課題となる。現在、生産拡大に向けた導入技術活用のため、生産プロセスのエ

ンジニアと作業人員にノウハウや知識の教育を実施している。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：当社は設立当初、中国の法規に基づいて会社規定を制定した。中には、特許・技術流出

対策のため、知財保護関連の内容も盛り込まれていた。今後は、会社の発展に応じて企業

の規定を見直す可能性が高い。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在、当社では生産・品質管理、販売、アフターサービス、部品供給、調達・業務発展

部があり、社内体制が整備されているが、知財保護を専門に担当する部門は存在しない。 

今後しばらくは経営管理層が知財の申請・授権取得や管理に責任を負う。将来的には、当

社の中国事業拡大に伴い、知財部の設立も考慮に入れており、新部門を設立しない場合で

も、既存の体制から、知財管理・保護を兼ねる事業部門に、知財の申請・授権取得などの

業務を移管するなどの措置を取る可能性が高い。 
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（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社今後の方針を教えてください。 

A：当社の知財は主に親会社から導入したもので、知財保護の方針は親会社が主体となって

決められる。これまで親会社は中国進出と共に、中国の知財管理機関で商標、企業名、ブ

ランド名、技術・デザインの所有権を申請してきた。海外企業では、知財管理の法制化が

なによりも重要視されている。今後どのような方針を導入するかは現在、模索段階である

が、 親会社の海外での既存の知財保護方針を導入する可能性が高い。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：当社は知財を有力な武器としている。知財保護のため、すでに中国の行政機関で登録し

ている。今後は他社からの知財侵害が認められた場合、法的手段を通じて解決をはかる。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：現在、知財保護は世界の流れであり、政府は自国の知財を保護する義務があり、他国か

らの侵害を受けないよう必要な保護政策を導入しなければならない。メディアの報道では、

一部の英国企業は国内外において他国企業との知財紛争があったようだ。そのような場合、

政府間の協調、支援が必要である。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国は海外からの圧力もあり、海外企業の知財保護に踏み切っている。現在、中国政府

は行政管理能力の強化、市場の知財侵害行為の根絶に向けたコピー品・海賊版製品の取り

締まり、商標・著作権の不正利用への対策が急務となっている。中国政府は政策を見直し、

市場の監督管理職能を強化しなければならない。 
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調査企業 No.9 

製造分野：精密機械 

親会社国籍：イギリス 

資本金：不明 

従業員数：約 100 人 

事業領域：マイクロ分析装置、インダストリアル分析装置、MRI 分析装置 

X 線装置、X線探測器等の製造、販売 

  

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：まず、御社の中国事業を教えてください。 

A： 親会社は 1970 年代後半に中国市場向け分析装置の輸出を開始、1990 年代以降に中国市

場の開拓に向けて北京、上海、広州に事務所を設立した。現地ニーズの拡大に対応し、2003

年に中国上海に現地法人を設立、2004 年秋に現地生産を開始した。また、上海にアフター

サービスセンターを整備した。中国での生産製品は主に親会社から技術の供与を受け、部

品調達は基幹部品を本社から輸入、一部の部材を中国現地で調達する方針で、製品の商標、

外観デザインはいずれも親会社のライセンスを採用している。 

 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。 

A：知財には 親会社の所有する登録特許技術(現地開発技術を含む）、ロゴ、外観デザイン、

商標などが含まれる。現地販売品には現地法人の生産製品と親会社からの輸入品がある。

技術ソースは英国本部から導入されたもののほか、現地開発されたものもある。それら製

品は国内外の市場において特許法の保護を申請している。 

 

Q：これまで御社は特許技術を含めて知財が他者によって侵害されたことがありますか。 

A：現在、当社の製品は主に高度な技術や緻密な部品を用いた高付加価値の精密機器であり、

病院や産業分野向けの製品が中心である。当該分野では、核心的技術は数少ない大手メー

カーに独占され、市場も寡占状態にある。これらのメーカーはいずれも知財保護を重視し

ているため、業界では知財侵害のケースはあまり見られない。 

産業向け高精密分析装置において、自主開発能力・生産体制を備えたローカル企業は国防・

航空工業分野の大型国有企業に限られている。一方で、病院向け医療診断用分析装置は、

ほとんどが海外からの輸入品や海外メーカーの現地組立品である。海外メーカーのほとん
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どは中国進出に当たり、特許技術保護を目的に全額出資で現地事業を展開しており、ロー

カル企業への技術流出とコピー品による知財侵害を避けている。そのため、当該分野の製

品は現地で知財侵害を受けにくい状況である。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は 2004 年に現地法人を発足させて以来、現地従業員の教育・研修体制の整備を推

進している。中でも生産やアフターサービスなどの技術関連の研修が重要な課題である。

高度な技術を習得した従業員の育成は事業開拓にとって重要であり、本部からエンジニア

を派遣するなどしてきたが、現地での人材育成も迫られている。その場合、現地法人に特

許技術を供与すると共に、技術流出防止などの知財保護も重視しなければならず、従業員

の知財保護意識の向上や知財の活用といった内容を、社員教育に盛り込んでいる。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：当社は現地法人（当社）の設立を前に中国で事務所、販売代理店の整備を進めており、

中国市場への認識を高めてきた。現地法人（当社）設立とともに、一連の社内規定も制定

された。知財保護については、主に関連部門トップの管理責任、知財管理規定、従業員の

知財保護義務、特許技術の管理を中心に規則を制定し、知財関連のスタッフ、事業部門に

責任を課している。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在、知財保護は生産・技術・アフターサービスを担当する副総経理の管理下にあり、

各関連部門にも責任を課している。当社は特許と技術を重視するハイテク企業であり、社

会での発展、生き残りには知財が重要であると認識している。現状からみると、当社の知

財保護は比較的厳格に行われていると考えている。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：当社 にとって、知財は生命線であり、グローバル市場での競争力強化、販路開拓にあ

たっては、ユーザーに認められる特許技術が重要な競争要素となり、また他社の侵害から

知財を守ることが重要な課題である。知財保護のためには、会社の対応策のほか、国の法

的保護が重要であり、海外からの特許技術導入と現地での開発を進めると共に、国家知識
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産権局への技術、デザインの特許申請、授権取得に取り組む方針である。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。

A：会社の知財管理、社員教育による知財保護意識の向上、知財侵害対応体制の整備のほか、

知財登録を通じて行政・法律の保護を受けられる体制を整備する。他社から知財侵害を受

けた場合、証拠などの情報収集の上で裁判所へ提訴する。また、知財保護に効果的なその

他の対応策があれば取り入れていく。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：英国で高い知名度を持つ当社にとって、知財保護には国の支援と政策保護が不可欠であ

る。政府には国内外において自国の知財権を守る法律、行政施策のほか、市場の監督・管

理機能の強化を求める。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：現在、中国は発展途上国から世界大国・経済強国への移行期にある。世界との一体化と

共に、政策の見直し、知財保護関連の法整備、市場監督・管理機能の強化が重要な任務で

ある。政府に対しては、知財侵害行為の根絶に向けた知財侵害企業への処罰の厳格化、コ

ピー品の流通禁止、工商部門の法律実行力の向上、各地方政府への知財保護の徹底化、知

財申請・許可情報の開示を望んでいる。 
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調査企業 No.10 

製造分野：電気・電子機器 

親会社国籍：フランス 

資本金：3,350 万米ドル 

従業員数：6,000 人（中国事業の従業員全体） 

事業領域：電気器具、証明制御システム、デジタル通信機等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財は主に親会社が所有する商標、特許、デザイン、ロゴなどを指す。知財は中国での

現地生産製品と輸入製品に適用される。現地の貿易会社、合弁生産拠点は 親会社の承認の

上で、知財の使用が可能であるが、同時にの知財保護が義務付けられている。合弁会社は

親会社の知財による現地生産を担い、の商標、ロゴ、特許を共有する権利があり、また 親

会社製品の生産拠点として海外市場向け輸出も可能である。 

 

Q：御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたことが

ありますか。 

A：中国では、何度もローカル企業、特に民営企業による知財侵害を受けたことがある。 

 

Q：知財侵害の実態を教えてください。 

A：親会社は 1987 年に中国に進出、ハイエンド市場向け電気製品の製販に特化してきたが、

1990 年代以降ローカル企業の成長に伴い、ローエンドからミドル・ハイエンドへと製品ラ

インナップの移行とともに、当社の製品は何度も知財侵害を受けた。 

 

Q：その場合、どのように解決しましたか。解決プロセスを教えてください。 

A：具体的な例として、当社は知財権侵害を理由に 1995 年に杭州において初めて現地メー

カーA 企業を起訴したが、調停により双方の和解で決着した。しかし、当社の許可を得ず、

A企業は当社が発明特許権を持つコンポーネント式遮断器（当社は 1988 年 5 月 11 日に中国

知識産権局に特許申請を行い、1993 年 7 月 17 日に発明特許権を正式に取得。）の営業を行

ったことで、1999 年に再び北京市第一中級人民法院に A 企業とその販売店を起訴、A 企業

に知財侵害製品の生産・販売・輸出行為の停止を要求した。北京市第一中級人民法院は 2000
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年 2月 13 日に当該訴訟を受理し、2001 年 3 月 27 日に開廷して審理を行ったが、当社は 2004

年 6 月、 終判決が下される前に当該知財侵害特許の有効性維持を前提とし、A企業と販売

店への起訴を取り下げた。また、中国だけでなく、2005 年以降は当社製品について、イタ

リア、ドイツ、フランスなどの海外市場でも A 企業に対して訴訟を起こしている。2006 年

10 月にイタリアベニス裁判所は、A 企業の知財侵害を理由に A 企業に対し当社製品輸出の

臨時禁止令を出した。また、2007 年 3 月ドイツジュッセルドルフ裁判所は、A 企業に当社

製品の知財侵害行為の停止を要求した。 近、フランスパリ裁判所も A 企業による本社へ

の知財侵害について公聴会を行った。 

 

Q：和解と起訴撤廃の理由を教えてください。 

A：これは親会社の中国事業戦略に関係があると思う。親会社はローカル企業への M&A を通

じて中国事業を拡大する方針で、これまでもローカル企業の電気製品大手と合弁を展開し

ている。A企業を含めた現地大手民営企業もM&A対象として親会社の視野に入っている。1990

年半ば以降、親会社は何度も A 企業と合弁交渉を行っていたが、何らかの原因で軌道に乗

らず、失敗に終わっていた。その間、A企業との M&A を成立させるため、知財侵害に関する

A企業への起訴を緩和した。しかし、親会社は依然として知財侵害を理由に起訴の権利を保

持している。 

 

Q：A 企業が御社グループ企業を起訴したこともありますが、それはどのように解決しまし

たか。 

A：2006 年 7 月、親会社の現地生産企業である B企業は、B企業が生産する遮断器の特許侵

害を理由に、A企業から温州市中級人民法院に起訴された。同年 9月に親会社は中国国家知

識産権局複審委員会に A 企業の特許無効の宣告を請求したが、2007 年 4 月に同委員会は A

企業の特許の有効性を認めた。2007 年 9 月、温州市中級人民法院は B 企業が生産する製品

の特許侵害を理由に B企業に対して、A企業へ 3.3 億元の賠償金の支払いを命ずる判決を下

した。その判決を不服とし、B企業は浙江省高級人民法院へ上告したが、現時点では未解決

である。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社のような多国籍企業にとって、知財保護教育は社員教育の一環である。従業員の知

財認識の強化を図り、知財保護を重視する意識を持たせることが目的である。中国市場で
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は市販製品が現地メーカーによる知財侵害を受けるケースが多くあるため、特に広報・市

場部門の従業員への知財保護意識の育成が重要である。業務知識の教育を進めると共に、

知財保護関連の教育もトレーニング体制の一環として社内の従業員教育方針に盛り込み、

取り組んでいる。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：現地市場の開拓や製品の現地生産化のため、当社は特許技術や商標などの知財を中国の

事業拠点に導入している。そのため、知財保護関連の社内規定の整備が必須であり、全部

門、全社員に対して知財保護を義務付けている。特に技術特許の流出を防ぐため、関連部

門、人員には責任を課している。社内から技術の流出が発覚した場合、刑事責任を追及す

る。当社にとって、拡販競争の激しい中国市場で確固たる地位を築くには特許技術などの

知財保護が重要な課題となる。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：知財保護の社内体制は、広報部門が中心となり知財保護を担当、市場部、技術部にも知

財保護の責任が課されている。また、全部門、全社員に、知財保護に対する意識を持たせ

ている。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、会社今後の方針を教えてください。 

A：中国のローカル企業は自主開発とともに知財保護への認識を高めている。今後はローカ

ル企業の技術力の向上により、拡販競争が激化し、間もなく知財競争時代が到来すると思

う。当社は中国事業拡大に取り組むが、一方で、販売、技術開発における競争力の強化に

向けて知財保護にも力を入れ、統括会社として各事業部門の知財保護を監督し、現地合弁

メーカーにも知財保護を徹底させる方針である。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。

A：今後の具体的な方策として、必要に応じて効果的な対策を検討すると思うが、市販製品

の監督管理、知財侵害の可能性のある競合製品の研究・分析を重点的に行うであろう。独

自の知財を保護すると共に、他社の知財を侵害しないことが会社の趣旨であり、平等な競

争環境の下で現地の競合相手と市場シェアを争う考えである。 
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（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：本国政府には、中国との友好な交流を維持すると共に、知財保護関連の提携強化を熱望

している。知財の監督・管理、共同保護、知財侵害関連の法律対策の強化により、知財侵

害から本国企業を守ってほしい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国政府には、知財保護関連の法律制定、ローカル企業の知財侵害行為の取り締まり、

知財侵害対象製品の流通禁止、中国進出企業の合法的な権益の保護を要望する。中国政府

による知財保護の法律制定は一定の進展を遂げているが、中国は国土が広く、現在のとこ

ろ各地方に知財保護義務を徹底させるのは難しい。中国のグローバル経済体制への参入に

伴い、海外メーカーにとって各自の知財の保護は重要な課題となる。法律を通じて中国企

業の自律を強化してほしい。 
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調査企業 No.11 

製造分野：自動車部品 

親会社国籍：フランス 

資本金：500 万元  

従業員数：200 人  

事業領域：マフラー、三次元触媒コンバーター、ステアリングコラム等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例（抜粋） 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財は主に親会社が所有するロゴ、特許技術、商標、登録名を指す。 

 

Q：御社の知財と中国事業開拓との相関関係を教えてください。 

A：親会社は中国進出が比較的早く、1990 年代半ば以降に自動車部品を軸に生産現地化を開

始した。世界の自動車メーカーとの既存納入ルートを活かし、それらメーカーの中国事業

の展開に合わせて当社は自動車生産集積地を中心に現地納入体制の整備を進めてきた。メ

ーカーへの納入品は中国での現地生産品であるが、その特許技術、商標などはいずれも親

会社所有のものを採用している。規格、品質において、外資系自動車メーカーの要望に対

応することができる。 

 

Q：御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたことが

ありますか。 

A：特許技術について現地系企業との間で知財訴訟があった。 

 

Q：知財侵害の実態を教えてください。 

A：当社の中国事業は自動車シートと排気ガスシステム部品が中心で、いずれも中国で特許

を取得している。自動車シート用スライドレールとそのスライドレール搭載の自動車シー

トについて、外国企業 A 企業が 1997 年 11 月に特許申請を中国特許局に提出し、2002 年 2

月に特許コードを取得した。2004 年 5 月以降は当社が外国企業 A 企業から当該特許権を取

得し、同特許の所有者となった。その自動車シート用スライドレールにおいて、ローカル

企業の A企業と知財紛争があった。 
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Q：その場合、どのように解決しましたか。解決プロセスを教えてください。 

A：A 企業は 2003 年に弊社所有の特許と同じ技術を持つスライドレールの生産を開始した。

それに対し当社は、2005 年 1 月、A 企業を南京市中級人民法院に提訴した。南京市中級人

民法院により 2005 年 2 月受理され、2005 年 6 月に開廷して審理が行われた。同年 7月の判

決では、被告の A企業が知財侵害製品の生産、販売を停止し、判決発効後 30 日以内にすべ

ての在庫の知財侵害品を廃棄し、被告から当社に経済損失と関連費用 25 万元を支払うこと

が命じられた。しかし、被告の A企業は判決を不服とし、江蘇省高級人民法院に上告した。

同高級人民法院は 2005 年 12 月に受理し、2006 年 2 月と 2007 年 12 月に 2 度と開廷し審理

が行われた。一審では同様に A 企業の知財侵害製品の生産停止と在庫品の廃棄処理、経済

損失の 25 万元の賠償という判決であったが、二審では A企業が当社の特許を侵害したかど

うかを争点として 1 年以上にわたり調査が行われた。中国知財局特許再審委員会が当該特

許の一部の無効を審議したため、江蘇省高級人民法院は二審で一審の判決を覆した。判定

では、当該特許の一部無効となり、当社が敗訴。 

 

Q：その理由を教えてください。 

A：その原因は主に国家特許局の知財権判定にあった。スライドレールの知財判定について、

A企業は 2005 年に国家特許再審委員会に当社所有の知財の無効審査を申請した。 

同委員会は、当社所有知財を無効と判定した。。その結果を不服として、当社は北京市第一

中級人民法院に訴訟を提起したが、同法院は「第 8185 号審査决定」を支持、北京市高級人

民法院に上告した結果も同様であった。このような状況が A 企業との知財訴訟の判決結果

にも影響を及ぼし敗訴となった。当社は上告を断念した。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は中国事業の拡大に伴い、知財保護の重要性を意識するようになった。社員教育に

おいて知財保護関連の内容を加え、知財保護に対する社員全体の意識向上をはかっている。

どのように会社の知財を保護し、知財が社外からの侵害を受けた場合の対応など、会社全

体で把握すべきであると考える。当社の中国統括会社として現地での管理だけでなく、社

員教育、人材育成が重点な課題となり、中でも知財保護関連の教育は不可欠である。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：中国では世界大手自動車メーカーの現地工場との間に納入関係があり、納入関係の維持
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と共に、納入先の製品開発に対応する技術のグレードアップ、モデルチェンジも求められ

ているが、 近、中国ローカル企業の台頭が部品産業の納入競争の激化をもたらしている。

そのため、特許技術の流出防止、知財競争力の強化に向けて社内体制の整備がせまられ、

社員には知財保護責任を課している。規定では、流出が発覚した場合の処罰手段、責任追

及のための法律利用手段を明文化した。また、知財問題による紛争の回避、不正行為の防

止策も社内規定に盛り込まれている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社が中心となり、中国での知財保護関連業務を担当している。また、各事業拠点は、

知財が侵害を受けた場合にタイムリーに統括会社に報告し、即座に対応する体制である。

すべての知財問題について、各事業拠点とともに、統括会社も対応策の策定などの責任を

負っている。知財保護においては、各子会社との協力体制が重要である。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：A 企業との知財侵害訴訟の敗訴により、当社はこれまでの知財保護方針を見直している。

今後は知財侵害から会社の特許技術を守るため、中国の知財動向に注目し、中国の知財審

議規則、特許判定基準を見据えた対応方針を策定する考えである。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：具体的な方策として、内部管理の強化、市場動向の調査、中国政府の法整備、特に知財

法関連の法律動向の把握から取り掛かり、自己の知財保護意識の向上、知財侵害の対処体

制の整備を進める。中国市場での競争力向上、市場での地位の維持には知財、技術力の獲

得が重要であると考えている。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：自国企業が海外で合法的に知財を保護していくにあたり、政府の支援が必要である。 

海外知財動向を把握し、知財保護全般の情報を自国企業に提示してほしい。 

 

 



 85 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：海外からの圧力もあり、中国政府は知財保護に関する行政措置を強化した模様だが、コ

ピー品の取り締まり、特許技術侵害の処罰、知財認定、進出企業の合法的な権益保護など、

現状は理想的であるとは言えない。知財保護の法整備、行政・法律措置の徹底化を望んで

いる。 
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調査企業 NO.12 

製造分野：電子機器 

親会社国籍：フランス 

資本金：1000 万元 

従業員数：400 人  

事業領域：スイッチソケット、低圧電器等の生産、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財は主に 親会社の所有する発明特許技術、デザイン、商標、ロゴなどを指す。 

 

Q： 御社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は世界低圧電気大手として、世界 160 以上の国に 13 万種類の電気製品を販売し

ており、年間売上高は 30 億ユーロで、世界スイッチソケット市場で 18％のシェアを誇って

いる。当社は 1995 年に中国に進出、北京に現地生産子会社である当社を設立、さらに上海

に統括会社と貿易会社を設立した。北京拠点は主に親会社から技術と知財の供与を受けた

スイッチソケットと低圧電器を生産、現時点で年間売上高は 5,000 万元に達している。そ

の製品は中国市場のほか、上海の貿易会社を通じて海外市場にも輸出されている。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：これまで知財侵害を受けたことはないが、知財所有権をめぐりローカル企業と、国家知

財局特許再審委員会で訴訟があった。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。。 

A：当社は中国現地事業の展開に伴い、1995 年 5 月に中国特許局で電器スイッチの外観デザ

インの特許を申請し、特許コードを取得した。当該特許について、現地の A 企業が同様の

デザインの製品を有しており、かつ 2001 年 11 月に当該特許が特許法第 23 条の規定に抵触

することを理由に当該特許に対して無効宣告請求を中国知財局特許再審委員会に提出した。

2004 年 9 月 2日に特許再審委員会は、当該特許の無効を宣告した。 
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Q：その場合、どのように解決したか教えてください 。 

A：当社は国家知財局特許再審委員会の第 6413 審査決定を不服とし、北京市第一中級人民

法院に同委員会を起訴した。同法院により 2004 年 12 月、当社の訴訟請求が受理され、合

議制法廷が組まれた。さらに A 企業に通知し、2005 年 5 月に開廷して審理がなされた。裁

定結果は特許再審委員会の决定を支持、 終的には当社の敗訴となり、1000 元の受理費を

支払い完結した。 

 

Q：その原因を教えていただけませんか。 

A：A 企業の、類似性のある製品の特許申請は 1992 年 8 月であり、当社の申請日より早かっ

たことが敗訴の主な原因である。また、特許再審委員会により当初の特許授権が見直され

た結果、当社の特許の無効が宣告され、裁判所もその決定を支持した。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は小型電器製品の生産に特化したメーカーであり、製品生産・販売に関する研修は

毎年、定期的に行われている。しかし、知財保護関連の社員教育は現時点では実施されて

いない。技術スタッフの研修内容には知財種類などの案内程度はあるが、どのように保護

するかについては考えられていないのが現状である。今後は必要に応じて知識保護関連の

内容を社員教育に取り入れていく考えである。 

 

Q：御社は知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：知財保護関連の社内規定は主に特許技術、デザインの秘密保持が中心で、内部からの発

明技術の流出を防止する目的で、技術と生産部門に知財保護を義務付けている。 

 

Q：御社は知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在、会社の規模があまり大きくないので、知財保護を担当する専門部門は設けていな

い。知財は主に行政部門が管理を担当、技術と生産部門にも知財保護の責任を義務付けて

いる。知財申請、紛争への対応は会社の行政部門が担当するが、会社の経営陣も参画する。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、会社今後の方針を教えてください。    

A：2004 年の知財紛争を経験した後、当社では知財の先行申請、自己保護意識の向上への認
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識が高まった。今後は製品の技術開発を進めると共に、新開発技術・デザインの特許の先

行申請に取り組んでいく。そうすることにより、知財が他社から侵害を受けた場合は、法

的な保護を受けることができる。知財の先行申請のほか、必要に応じてその他の対応方針

を導入する可能性もあるが、現時点で、社内では検討しておらず、不確定要素である。 

       

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：技術・デザインの特許取得に取り組み、知識侵害を受けた場合は法律支援を求めていく。 

知財保護は同型製品の知財調査、知財申請・授権動向の把握から着手し、知財調査、知財

保護の面で、市場部と技術開発部の協力を強化していく。    

     

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。         

A：自国の政府には、企業の権益を法的に保護すること、国内外での知財保護への支援を望

んでいる。政府には自国の知財保護の義務があり、企業と協力して知財保護に取り組むべ

きであると考える。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国政府には知財審査許可機能の強化、知財申請・授権情報の開示、企業の知財侵害行

為の取り締まり、コピー品の流通禁止などの取り組みを強く望んでいる。 
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調査企業 No.13 

製造分野：電気・電子機器 

親会社国籍：フランス 

資本金：3,000 万元 

従業員数：50 人 

事業領域：水蒸気アイロン、蒸し鍋、掃除機等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に本社の所有するロゴ、外観デザインや中国での登録特許技術を指す。 

 

Q：御社の中国事業と製品の知財状況を教えてください。 

A：親会社は 1996 年にローカル企業 A企業との合弁を皮切りに中国への進出を果しており、

後にローカル企業 A 企業の全株式を取得、同合弁会社を完全子会社化した。また、当社製

品の貿易を手がける会社を有している。当社の中国事業は主に小型家電であるが、その知

財は地場企業 A企業の特許技術、親会社からの導入技術、また現地開発の特許技術がある。 

 

Q：これまで御社は特許技術を含めて知財が他者によって侵害されたことがありますか。 

A：当社の中国事業はまだ開拓中であり事業範囲は狭いが、知財侵害を受けたことがある。 

 

Q：知財侵害の実態を教えてください。 

A：ローカル企業 B 企業が、当社の特許取得製品と同じ製品を生産、C 企業の店頭で公開販

売した。 

 

Q：その場合、どのように解決しましたか。解決プロセスを教えてください。 

A：知財侵害を理由に当社は北京市第一中級人民法院に B企業と C企業を提訴した。北京市

第一中級人民法院は 2005 年 1 月に当社の訴訟申請を受理し、2005 年 4 月に開廷して審理す

ることとなった。しかし当社は 2005 年 5 月、被告の内情をさらに詳細に調査する必要があ

るとして、北京市第一中級人民法院に B 企業と C 企業への訴訟撤廃を申請した。北京市第

一中級人民法院は当社の撤廃申請を認めたが、当社は同法院に案件受理費 3542.5 元支払う

こととなった。 
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（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社では、現時点で知財保護に向けた社員教育体制は確立されていない。社員教育は主

に生産・技術部門の従業員向けに、技術熟練度アップ、プロセスフローの把握を目的に実

施されている。本社は小型電器分野の欧州大手であるが、中国への導入製品は比較的少な

く技術価値も低いものであり、市場でローカル企業の同型製品が多く存在するため、特許

技術の競争がない。将来的に本社は中国の台所用家電分野への参入を検討しているため、

製品のラインナップや本社からの特許技術の導入拡大に伴い、今後は必要に応じて、知財

保護に向けた社員教育を実施することになると考えている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：現在、当社では研究開発はほとんど行われておらず、主に本社からの導入技術を活かし

た生産の現地化を推進するため、知財保護は特許技術と外観デザインが中心である。知財

保護関連の社内規定では、本社の特許技術流出防止を重要な課題とし、技術部門のスタッ

フに厳しい責任を課している。また、今後は当社の中国事業開拓に向けて特許及びデザイ

ンの知財導入拡大が見込まれ、それに備えるため、技術管理の強化を重視している。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在は会社の規模がまだ小さいため、経営体制は総経理が一切の部門の総括管理責任を

負っているが、今後は事業拡大に伴い、管理責任を各部門に移行することを検討している。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、会社今後の方針を教えてください。 

A：中国の小型電器市場ニーズの拡大を背景に製品のラインナップを検討する予定であり、  

今後の知財保護の方針としては、新しい特許技術やデザインを導入すると共に、知財機関

への特許申請を強化する考えである。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：電子機器分野では市場競争が激しく、ローカルの中小企業は研究開発の整備が遅れてい

るため、成長が見込まれる新型製品の特許技術侵害、コピー生産が頻繁に見られる。発明

技術、デザインの特許申請を行い、他社による侵害を受けた場合に法的支援を受けられる

体制を整える。今後は製品のプロモーションと共に、特許のメリットもセールスポイント
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として宣伝しながら、知財侵害対策の導入に取り組んでいく。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：EU では知財保護関連の法整備が早くから進められたため、知財の安全が確保できるが、 

海外メーカーからの知財侵害は国内で防止できない。海外からの知財侵害品の輸入禁止措

置をとる一方で、海外での自国企業の知財侵害防止策の検討などによる支援が望まれる。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：先進国に比べ中国の知財保護環境の整備は遅れているが、徐々に整備が進められており、 

中国政府としても知財保護徹底の方針を表明している。そのため、将来には知財保護の徹

底化が期待できると考えている。しかし、現時点では知財関連の訴訟が中国国内で頻繁に

起きており、知財の開示制度、コピー品生産企業の取り締まり、ローカル企業の知財保護

意識の向上への取り組みがなされることを望んでいる。 

 



 92 

調査企業 No.14 

製造分野：産業機械 

親会社国籍：フランス 

資本金：122 万米ドル 

従業員数：130 人 

事業領域：ベルト・コンベヤー、ベルトバックル、清掃器、アイドラー、ニッケル水素電

池、硫化機械等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：当社の知財には、主に親会社から導入した特許や商標（現地で登録済み）、独自で開発

した技術・デザイン特許が含まれる。 

 

Q：御社の事業と親会社からの知財導入状況を教えてください。 

A：当社は 1996 年に親会社と地場企業が合弁で設立したもので、主にベルト・コンベヤー

及びその部品の生産、販売を手がけている。親会社から導入したベルトバックル技術はベ

ルト・コンベヤーにとって も重要なものであり、中国の国内技術が追い付いていない分

野でもあり、技術的に先進国より 30 年遅れていると言われている。当社は親会社から導入

したベルトバックル技術を導入した上で、国内唯一の自主知財権を持つベルトバックル生

産ラインを整備した。国内市場の開拓のみならず、約 50％の製品は米国、フランス、英国、

オーストラリア、ドイツ、南アフリカ、ニュージーランドなどの国にも輸出されている。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：これまで特許、商標を含めて当社の知財が他社による侵害を受けたことはない。 

 

Q：貴社はどのように知財保護に取り組みましたか。 

A：当社は親会社の先進的な生産プロセス、厳しい品質管理、科学的な管理理念や管理方法

を生かし、ベルトバックル分野において国内では先進的な企業となっている。当初は主に

親会社の技術に依存し、親会社製品のみを生産していたが、その技術をベースに独自に高

強度ベルトバックルを開発し、ローカル企業の技術の及ばない分野をカバーしている。ま
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た、当社は国家知財局で登録し、同製品で数項目の知財権を取得している。親会社からの

導入製品と自主製品の販売を並行して推進し、ベルトバックル分野でトップシェアを獲得

している。知財保護に向けては、知財管理機関への特許申請のほか、社内での管理強化、

技術秘密保持にも積極的に取り組んでいる。 

 

Q：御社の自主知財に対する認識を教えてください。  

A：自主知財は、企業が持続的に成長していくためにはに不可欠であり、自主知財の取得が

市場シェアの確保、市場競争力の向上にもつながる。技術導入への依存は、技術使用料の

支払いに加え、多くの面で供与先からの制限を受けるため、製品の生産コストが高くなり、

コストパフォーマンスの創出には不利である。さらに長期的に考えると、企業の開発力や

競争優位性の低下にもつながる。そのため、当社は設立以来、自主知財の取得を重視し、

合弁相手の技術サポートを受けると共に、国内の複数の大学と共同で自主知財を持つ製品

の開発を進めてきた。これまで数十件の自主知財を取得している。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：従業員の知財保護意識の向上のためには、社員教育を実施することが必要であるが、  

当社では従業員規模がさほど大きくないため、全体的な社員教育を実施したことはない。

すべての従業員は入社の際、採用部門から、業務内容と関連知識について、個別に社員教

育を受ける。会社沿革、事業内容、業務ノウハウについては詳しく指導するが、知財につ

いては簡単に紹介する程度である。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。 

A：ベルトバックル分野で国内をリードしている当社にとって、長期的にその市場での地位

を維持するためには製品のコア技術が重要である。そのため、それらを保護するため、い

くつかの管理規定を制定している。特に R&D 部門は会社の成長のため、会社の主導の下将

来性のある製品の開発を進めているが、そのスタッフ、特にエンジニアに対して一定の情

報保護を義務付けることは知財保護に不可欠である。これらのスタッフを通じて、技術が

競合相手に流出した場合、会社の市場における地位の維持に影響するだけでなく、知財侵

害を受ける可能性も高くなる。 

 

 



 94 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社では技術・生産の管理を担当する副総経理が、知財の統括管理の責任を負っている。

その副総経理の下で、行政部、技術開発部、生産部がそれぞれ知財の許可申請・所有権取

得、自主知財技術開発、知財利用の責任を負うという体制である。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：前述のとおり、自主知財は企業が持続的に成長するためには不可欠であり、企業の競争

力の強化につながる。そのため当社では知財の取得や保護を重視している。知財を保護す

るために、今後は行政機関への特許・商標申請を強化していく。また、トップシェア維持

のため、製品と知財の広告宣伝、コストパフォーマンスの向上に取り組んでいく。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：知財保護のためには、行政・法律の力が も有効に働くと思う。当社は自己の知財保護

を重視するが、それと同時に、他社の知財権も尊重し、平等な市場環境の創出を望んでい

る。他社から知財侵害を受けた場合は、仲裁機関へ支援を求めることを 優先に考慮し、

一切の合法的な手段で知財保護に努める。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：政府には、知財保護において企業への支援、国際間のコミュニケーションの強化を要望

する。特に我々企業が政府からの支援を必要とするのは、知財保護に向けた管理機能、紛

争解決機能の面である。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：電子製品、映像製品、ソフト製品において知財侵害製品、コピー品、海賊版の生産・流

通が問題視され、被侵害企業や国からの苦情が多い状況であると思う。そのため、中国政

府にはこれらの行為の管理、取り締まりの強化を求める。海外先進国の知財管理・保護経

験を参考にして、健全な市場環境の創出を課題として取り組んでほしい。 
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調査企業 No.15 

製造分野：産業機器 

親会社国籍：イタリア 

資本金：250 万元 

従業員数：50 人 

事業領域：織物検査装置、巻き取り機、自動包装機等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財は主に親会社が所有するの技術特許、デザイン特許、商標専用権などを指す。 

 

Q：御社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は織物機械に特化したメーカーで、100 年の歴史を持っている。親会社は 2005 年

に中国に進出、全額出資で現地法人である当社を設立した。当社はイタリアからの技術供

与を受け、中国で製造している。技術だけでなく、デザイン、商標、ロゴはいずれも親会

社のものを採用している。現時点では主に委託生産で、親会社の注文によってイタリア向

け織物検査装置、自動巻取り包装機を生産、2007 年以降にはそれ以外の市場の開拓に乗り

出した。今後は海外輸出と共に、現地市場の開拓を強化していく方針である。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：親会社は 2005 年に中国に進出したばかりで、2006 年に生産を開始、中国に進出し生産

を開始してから 2年未満であるが、これまで知財侵害を受けたことはない。 

 

Q：御社は知財保護においてどのような方針を取っていますか 

A：当社は中国の WTO 加盟以降現地への進出を検討していたが、2005 年に現地法人設立を果

した。現地事業の展開に伴い、当社は設備、技術の導入と共に、中国の工商部門、国家知

財局への商標・特許申請を行い、すでに商標権・特許権を取得している。現在、現地工場

で生産している織物検査装置、巻き取り機、自動包装機は、いずれも許可を取得した商標

と特許を採用している。 
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（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：現時点で当社の従業員数は約 50 人で、比較的小規模であるが、将来的には従業員数を

数百人に拡充する考えである。2006 年の生産開始以降、イタリア本部から派遣されたエン

ジニアの指導の下で、生産や技術に関する従業員研修を施してきた。今後は従業員の増加

に伴い、より体系的な社員教育の展開が必要となり、知財保護関連の教育も盛り込む可能

性が高い。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：現在、会社の体制は完備されておらず、社内規定も改善中である。知財保護関連の社内

規定は主に技術・デザイン特許の活用、秘密保持について責任、義務を規定している。将

来的な部門の増加や事業の拡大に対応するため、管理体制の整備に取り組んでいく。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社では総経理と副総経理が一切の事業部門の管理にも責任を負っている。現在、知財

保護を担当する専門部門は存在せず、主に副総経理が知財管理、生産管理、販売管理を担

当している。今後はこれらの管理責任を各部門に移行するかもしれない。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。   

A：今後はこれまで同様、新規設備、技術の導入と共に、工商部門、国家知財局への商標・

特許申請を行う。当社は新規企業なので、ブランド、企業知名度が低く、プロモーション

も今後の重要な課題となる。今後は製品宣伝、広告に知財をアピールする内容を盛り込む

などして、当社の知財の周知に努める。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：どのような方策を取るかは現在詳しくお話できないが、中でも重要と考えているのは、

知財の申請、許可権取得である。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 



 97 

A：政府への要望として、主に海外進出企業の合法的な権益保護のための法律的支援を充実

させてほしい。現在、経済のグローバル化が進み、多くの企業が海外へ進出、多国籍間で

提携を進めている。それに伴い、政府からの支援、情報提供が重要である。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国の知財保護は 2001 年の WTO 加盟以降、国際社会の要請の下で、法整備が進められ

ている。市場では知財侵害製品の流通が工商部門の管理の下で抑制されている模様である

が、政策制度の見直しを含め、知財管理の行政機能の強化が急務であると思う。 
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企業 No.16 

製造分野：重電機器 

親会社国籍：イタリア 

資本金：4,000 万米ドル 

従業員数：500 人以上 

事業領域：暖房放熱器（鋼製、銅製、銅アルミニウム複合材製、鋼アルミニウム複合材製）、

太陽エネルギー湯沸かし器等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：親会社の所有する知財、主に発明特許、外観デザイン、ロゴ、商標などを指す。 

 

Q：御社の中国事業を教えてください。 

A：親会社は 1992 に中国に進出、上海を拠点に 1社 1996 年浙江省１社を設立した。当初は

オートバイ、エンジン、クラッチ事業を手がけていたが、1990 年代後半の事業戦略の見直

しに伴い、上海と浙江工場は社名を変更し、いずれも事業内容をラジエターの製造にシフ

トし、2003 年ににラジエター製造企業を設立した。本社から特許技術を導入し、ラジエタ

ー生産の現地化を進めてきた。 

 

Q：それでは、これまで御社は特許技術を含めて知財が他者によって侵害されたことがあり

ますか。 

A：銅アルミ複合ラジエターの特許技術に関して侵害を受けた。 

 

Q：知財侵害の実態を教えてください。 

A：長期的な開発を通じて、当社は 2004 年 8 月に独自で銅アルミ複合ラジエターを開発、

国家知識産権局に実用新型特許申請を提出、2005 年 9 月 7 日に特許コードを取得した。そ

の後当社は新規製品に当該特許技術を取り入れ、市場での売れ行きも好調であった。一部

のローカル企業がその科学技術の利益性に目をつけ、高額利益を不法に獲得するため当社

の製品をコピーした。 
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Q：その場合、どのように解決しましたか。解決プロセスを教えてください。 

A：中国特許法第 57 条の規定に基づき、当社は合法的な権益を守るため、証拠などの情報

を収集し、2006 年 1 月 16 にローカル企業 A 企業の知財侵害行為を地元の天津市第一中級

人民法院に提訴した。審理の結果、同法院の一審では①被告は即刻、原告の特許技術と同

様の暖房放熱器の生産、販売を停止すること、②判決発効から 15 日以内に、被告が原告に

知財複製による経済損失を賠償することという判決が下された。被告はその判決を不服と

し、さらに国家知識産権局特許再審委員会に当該特許の再審申請を提出したが、2006 年 11

月に再審委員会は同社の申請を退けた。その結果、被告企業は北京市第一中級人民法院に

再審委員会を上告、その開廷審理の際、当社は第三者として参加した。2007 年 7 月の 終

審理においても、北京市中級人民法院は A 企業の証拠不十分を理由に上告を退けた。この

ように、当社は行政と法律からの知財保護を受け、当社の合法的な権益を守ることができ

た。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A 当社は中国統括会社として 2006 年 10 月に発足したばかりであり、全従業員対象の知財保

護関連教育体制はまだ整備されておらず、対象は技術開発部門に限られている。主に特許

技術の保護対策を中心に合法的な利用、技術秘密保持の義務に関する教育を実施している

が、今後は全従業員を対象として、知財保護意識向上に取り組んでいく考えである。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：知財保護のための社内規定は主に特許技術の保護が中心である。特に新型特許技術はロ

ーカル企業の侵害を受けたことから、経営陣は知財保護の重要性を意識するようになった。

技術をメインとする生産企業である当社としては知財が重要である。特許技術の保護に向

けて当社はコア技術を有する技術エンジニアと長期雇用契約を締結、特許技術保護の義務

を課し、流出防止をはかっている。一度技術が流出してしまうと、当社にとっては大きな

損失になると考えている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現時点では、知財保護のため、特許技術に関係がある事業部門にのみ社内保護の責任を

課しているが、それ以外の面に関しては知財保護の体制が未整備である。企業にとっては、

すべての部門において知財を保護する義務が課されるべきであると考えている。 
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（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：今後の方針としては、合理的に権益を確保するため、知財侵害に対しては法的手段を取

っていく。自主知財権を持つ製品の導入拡大を通じて、放熱器市場での競争力を確保する

と共に、知財保護のための体制整備を強化する。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。

A：特許技術の先行申請の強化が重要であり、そうすることによって、知財紛争が生じた場

合、行政機関と知財管理部門からの支援を受けることができる。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：自国の知財保護の体制を強化することを一番に期待している。ユーロ諸国では知財保護

を確保できるが、そのほかの海外市場では知財侵害を受けたケースが頻発している。自国

の知財が海外で侵害を受けないために、どのような対応策が有効であるのかを積極的に検

討してほしい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国は世界大国として、その経済成長が海外からの注目を集めている。特に北京五輪、

上海万国などの大規模なイベントの開催が予定されていることは中国の影響力拡大に繋が

り、中国の世界における地位も確立されてきている。その中国の経済成長を背景に多くの

海外企業が中国への進出を果たしている。知財保護において、これまで中国の法整備の遅

れが海外企業から指摘されていたが、中国政府から知財保護の徹底化が打ち出され、当社

としては中国の知財保護環境の改善に期待している。知財申請・許可の開示制度の導入、

コピー品の流通禁止、国民の知財保護意識向上、企業への知財保護教育の普及が望まれる。 
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調査企業 No.17 

製造分野：重電機器 

親会社国籍：イタリア 

資本金：1,000 万元 

従業員数：約 200 人 

事業領域：引き延ばし機、撚線機、押出し機等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に親会社の所有する技術・デザイン特許、著作権（商標、ロゴやドメイン名など）を

指す。 

 

Q：御社の現地事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社はイタリアの著名な大手企業傘下の機械メーカーで、3社の子会社を有している。

当社はグループの中で、中国における初の全額出資子会社であり、親会社からの知財・ラ

イセンス供与を受け、2004 年 5 月にケーブル生産に必要な引き延ばし機、撚線機、押出し

機の現地生産を開始した。それらの製品は主に現地市場向けであり、その一部の製品は中

国のローカル企業がまだ進出していない分野である。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

親会社の中国進出は比較的遅く、現時点で現地子会社も当社 1 社のみである。現地製品は

主にケーブル設備で、需要規模は小さい。各社とも各自の特許技術の保護を重視している

ほか、同分野に参入したローカル企業は少ない。これまでケーブル設備関連の知財侵害、

紛争が表面化しておらず、当社においても中国進出してから知財侵害を受けていない。 

 

Q：これまでの御社の知財保護への取り組みを教えてください。 

A：設備メーカーにとって、先進的な特許技術、高いブランド知名度を有するということは、

製品の受注、市場開拓に非常に有利である。当社は中国市場の成長性を見据え、経済が発

達した上海を拠点に現地法人を設立した。現地での事業展開までに、知財導入の下準備と

して、当社は現地の上海市工商局で企業名、商標名の登録を行っているほか、中国に導入
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する引き延ばし機、撚線機、押出し機の技術・デザインは中国知財局へ特許申請を行い、

特許権を取得している。こうした取り組みにより中国での事業展開がスムーズになり、さ

らに将来の知財保護に向けた行政・法律支援を受けることが可能になる。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は現在、電気エンジニア、技術サポートスタッフの技術関係者を中心に従業員を増

員中である。現地事業の展開に伴い、生産工程に必要な技術の把握、活用が課題となり、

生産現場の作業者を対象に従業員教育を実施している。また、新入社員に対して、入社の

時に所在部門は入社教育を行っている。社員教育には業務ノウハウだけでなく、会社規則、

知財の案内、知財保護意識などの内容も含まれる。特に技術スタッフに対しての、特許技

術の研修が重要あり、知財保護の教育も重点的に実施されている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：上海工場は現時点で独自の開発体制が整備されておらず、一切の技術・デザイン特許は

イタリア本部のものである。社内規制の整備が必要となり、イタリア本部の規定と中国の

法律・法規を参考に、社内規定を制定した。生産・技術人員には会社の特許技術･デザイン

を保護する義務と責任を課している。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：現在、知財保護関連の社内体制はまだ明確化しておらず、知財保護の担当部門は設置さ

れていない。総経理が一切の管理の責任を負うが、一部の責任は各部門に移管した。将来

的には会社規模の拡大に伴い、知財部を含めた新部門の増設も視野に入れている。現在、

市場では次第に価格競争から知財競争にシフトしている。長期的に見ると、知財は各企業

にとって事業の維持、生き残りに必要な要素になると思う。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：知財保護に も効果的なのは、行政・法律の力である。当社では、今後は新規技術・デ

ザイン、商標を含めた知財の導入と共に、工商・法律機関への所有権申請に取り組んでい

く。知財侵害が発生した場合、会社の力だけでは限界があるが、所有権があれば行政・法

律の支援を求めることができる。 
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Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：競合相手に負けないためには、知財の保護も重要な課題であると認識している。今後は

知財保護の管理を強化していく考えで、法的な権益を守るために一切の保護手段をとる。

市場や業界に当社の知財を認識させることも大切であり、知財所有権申請を強化するほか、

企業と製品の知名度向上に取り組んでいく。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：ここ数年、多くのイタリア企業が発展途上国への進出を進めている。当社はそのうちの

1社として、政府に対しては自国企業への政策支援を含む保護のみならず、進出国の経済成

長・国内政治などの情報提供も期待している。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国は経済成長が も速い大国として世界から注目を受けているが、中国の政策改革、

知財法整備などの動きにも注目している。中国政府には市場監督管理の強化、コピー品の

流通禁止、知財審査許可機能の改善が望まれる。また現在、中国の知財許可・審査情報の

詳細を入手するのは困難である。情報プラットフォームを通じて開示し、先行申請者の製

品案内を行うのがよいと思う。 
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調査企業 No.18 

製造分野：産業機械  

親会社国籍：イタリア 

資本金：52.14 万米ドル 

従業員数：約 50 人 

事業領域：セラミックス捺染機、シリカゲルローラー等の生産、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：知財には商標、特許、登録名などが含まれる。当社は親会社から特許技術、商標、マー

クなどを導入しているが、当社の一切の知財は親会社が所有するものを採用している。中

国現地でセラミックス捺染機とシリカゲルローラーの生産に従事、さらに親会社と当社の

現地ユーザー向けにアフターサービスと技術サポートを提供している。 

 

Q： 御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたこと

がありますか。 

A：中国では一部のローカル企業による知財侵害を受けることがあり、当社の製品のコピー

品も市場に出回っていた。中国では小規模な民営企業は、技術体制の整備が遅れたことで、

海外メーカーの商標やデザインを模倣するケースが多くみられる。そのような中で、弊社

も知財侵害対象となった。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：親会社のロール捺染技術は 20 世紀中期にイタリアで開発され、世界の多くの国で特許

を取得、当社は当該発明特許の独占使用権を持っている。中国では、当該発明について、

中国国家知識産権局により 5 年間にわたる審査を受けた上で、1999 年に特許コードを取得

した。中国市場での同特許製品のニーズに対応し、ロール捺染機市場向けサービスサポー

トを行うため、親会社は蘇州で現地法人である当社を設立、同特許技術を生かしたローラ

ー捺染機の現地生産を開始した。また同法人を通じて広東仏山にも組立拠点を整備した。

しかし、中国進出と共に、特許技術の移転・事業化が開始され、当社の製品は現地メーカ

ーによる知財侵害の被害を受けた。 

2004 年には中国政府に対して、一部の現地メーカーを提訴したが、それらの企業は中国国
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家知識産権局に当該特許の無効宣告を請求した。 終的には、これらの企業が 2005 年 12

月に知識産権局への請求を取り下げ、中国国家知識産権局から当該特許の有効性の維持が

宣言された。 

 

Q：知財侵害により現地メーカーを起訴しましたが、どのように解決したか教えてください。 

A：当社のロール捺染技術はグローバル市場開拓で成功を収めている。世界市場向け納入台

数は累計で 9,000 台を超えたが、そのうち 60％は中国、スペイン、イタリア、ブラジル向

けであり、中国は重要な市場として認識されていた。知財が侵害された場合、進出企業は

現地法律からの保護を求める。2004 年 6 月 15 日に開催した「第 18 回中国国際陶磁器工業

展覧会」において当社の特許技術を不正使用したローラー捺染機が見つかった際、現地の

広州中級人民法院に上告申請を提出した。その結果、同年 6月 18 日に広州中級人民法院に

より、知財侵害嫌疑がある A 企業と某台湾セラミックス捺染機メーカーのセラミックスロ

ーラー捺染機展示品を現場で差し押さえられた。 

その後、2006 年半ば、第一回の審判の結果、当社が敗訴した。 

 

Q：敗訴の原因を教えてください。 

A：証拠が不十分であることが原因であった。展示会で、A 企業の出展品で使用されていた

のはセラミックスローラーで、シリカゲルローラーではなかったが、当社は、中国のすべ

てのセラミックス捺印機メーカーが、セラミックローラー、シリカゲル凹版ローラー技術

を使用することが不可であると考え、使用が確認されれば、展示品であれ市販品であれ知

財侵害の訴訟を起こすことにしている。第一回の審査では証拠部十分で敗訴したが、当社

ではその判決を不服とし上告した。それ以降、現時点までには進展がない。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。   

A：当社は 2000 年初頭に中国に進出したが、セラミックス捺染機の需要規模がさほど大き

くないため、蘇州現地法人と仏山拠点ではセラミックス捺染機、シリカゲルローラーの小

規模組立にとどまっている。もちろん、生産型企業にとって、従業員への技術伝授が重要

である。従業員、特に生産現場の技術スタッフにとって、特許技術の活用、操作熟練度の

アップのための適切なトレーニングが大切であり、従業員教育が実施されてきた。しかし、

知財保護に関する内容については、特許技術の合法的な利用、社外流出防止の方策のみに

限られており、十分な社員教育がなされているとは言えないのが現状である。   
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Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。     

A：ロール捺染技術の成功は注目を集めている。SYSTEM は、中国への当該特許技術の移転・

事業化までに 4 年間かけて中国政府への特許申請を行った。しかし、中国進出以降、中国

市場では当該技術を模倣した市販品が出回っているのが現状である。当社自身が市場行為

を規制することはできないが、当社内部からの特許技術の流出、知財保護の対策はとって

いる。会社規定と従業員規則では、会社の特許技術を保護し、技術秘密を守ることが義務

化された。当社では、知財保護は主に特許技術の流出対策と市場のコピー行為への対応を

中心に進めている。まずは、内部からの知財流出を防ぎ、知財保護体制を徹底化すること

が重要である。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社は技術をコアとする生産型企業であり、知財保護の社内体制の中でも、技術部の管

理強化が一番重要な課題であると考えている。そのほか、競合品の市場動向調査、市場ニ

ーズの把握、知財侵害行為の監督、競合品の技術動向調査といった一連の業務と責任は市

場部に課されている。会社の規模が小さいこともあり、現時点では知財保護の専門担当部

門が存在しない。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：今後は知財侵害を受けないよう、民事、刑事上の措置を取るという既定方針を継続して

いく考えである。今後は新しい保護方針も探索していく。知財侵害を受けた場合は、相手

への警告、訴訟提起など、法律に基づいた合理的な保護手段を優先的に取る考えである。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：政府に知財保護の法整備強化を要望すると共に、当社としては管理強化、市場監督、競

合品動態調査などの面から知財保護を進める考えである。現在、中国では各業種で市場競

争が熾烈になっている。そのような中で、競合相手に負けない競争力をつけるためにも、

知財保護が重要な課題であると認識している。知財保護の強化、中国での合法的な権益維

持のため、政府への知財所有権申請を強化する一方で、中国政府から特許を取得した技術

の知財保護に、法的な保護手段を取る考えである。また今後、知財を活かしたビジネス開

拓にも取り組む考えである。 
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（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：現在、経済のグローバル化が進むなか、多くの欧州企業が発展途中国や新興国の市場開

拓を進めている。海外進出している当社としては、イタリア政府に対して、諸外国と経済・

貿易交流を進めると共に、知財保護の面でも連携を強化し、進出企業の海外における権利

が合理的に保護される体制が構築されることを望んでいる。具体的には、コピー品の取り

締り、特許侵害の処罰対策の強化などである。知財保護は国内だけでなく、海外において

も政府からの支援が大切である。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国の特許法では、「発明と実用新型特許権が授与された後、法律で別途規定した場合

を除き、いずれの機関および個人も特許所有者の許可を経ずにその特許を利用してはなら

ない。」となっている。また知財保護は中国の WTO 加盟時の重要な条件でもある。そのため、

中国政府は、コピー品の取り締り、知財侵害の法整備強化、企業行為の監督管理強化など、

知財保護環境の整備を徹底してほしい。 
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調査企業 No.19 

製造分野：産業機械/重電機器 

親会社国籍：スウェーデン 

投資額：3,000 万元 

従業員数：1600 人（中国事業全体） 

事業領域：コンプレッサー、空気圧削岩機、電動工具等の製造、販売    

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：主に親会社と現地子会社の所有する商標、登録名、著作権、特許技術・デザイン、ロゴ

などを指す。 

 

Q：御社の中国事業と知財の導入現状を教えてください。 

A：親会社は 1990 年代以降に中国に進出、長春、瀋陽、無錫や南京に生産拠点、上海に貿

易会社と統括会社を設立した。中国で販売している製品はエアコンプレッサー、移動式コ

ンプレッサー、発電機、採鉱設備、空気圧・電動工具などがある。大型設備は親会社から

特許技術を導入して現地生産が行われると共に、二次開発も行われている。合弁メーカー

の製品を含め、現地生産品には商標、登録名、技術ソースを採用している。 

 

Q：これまで御社は特許技術を含めて知財が他者によって侵害されたことがありますか。 

A：これまで特許技術、デザインの知財は他社による侵害を受けたことはないが、企業名に

ついてローカル企業との訴訟があった。 

 

Q：それでは、知財侵害の実態を教えてください。 

A：親会社は 1873 年にスウェーデンに設立、1982 年 8 月に中国国家工商局にて社名の商標

を登録した。これまで中国で出資子会社、分社と事務所を展開、その商号は中国において

高い知名度を誇っている。しかし、2004 年に当社の主力事業と同じ、エアコンプレッサー

の製販を手掛ける A 企業が昆山工商局で当社と同じ企業名を登録し、当社の企業名称権を

侵害していた。 

 

Q：その場合、どのように解決しましたか。解決プロセスを教えてください。   
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A：当社は中国での子会社と共に、江蘇省蘇州市中級人民法院対し、A 企業の企業名称侵害

行為を提訴した。同法院は 2005 年 8 月に受理、法院の調停を経て、9月 27 日当社は A企業

と和解した。被告の A 企業は企業名を変更し、当社と現地子会社に口頭で謝罪した。その

案件受理費は 10,010 元、その他の訴訟費 300 元を加え合計 10,310 元であったが、当社が

1,000 元、被告の A企業が 9,310 元を負担した。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社は中国で複数の拠点を有しており、製品のグレードアップや新規技術の導入にあた

り社員教育を実施する場合があるが、主に技術の活用、生産プロセスを中心とした技術研

修が行われる。知財保護について専門的に社員教育を実施したことはこれまでない。規則

では会社の知財保護、技術流出防止の規定がなされている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：親会社から中国現地法人へ知財や許技術を導入しているほか、現地でも開発事業を展開

している。そのため、技術流出、知財保護をめぐり、社内規制の整備も必要となり、特に

技術開発部門を対象に知財保護、技術流出対策、従業員準則などを制定した。技術スタッ

フは会社の技術、開発動向情報を保持するため、規則順守のほか秘密保持契約を締結しな

ければならず、社外の開発活動への参加も禁止されている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。  

A：当社は現地統括会社として中国での知財保護の責任負うが、知財供与を受けた現地子会

社にも知財保護が義務付られており、各会社のトップも自己の知財保護の責任を負う。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、御社の今後の方針を教えてください。 

A：これまで当社は企業名以外での知財侵害を受けたことはない。そのため、知財保護につ

いてこれまでの方針を維持するつもりである。知財侵害を受けた場合は、会社の権益を守

るため利用可能な全ての手段をとる考えである。 

 

Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：新しい特許技術、デザインが開発されたら、国家知産権局への特許申請を行う。また、
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当社は統括会社として、各子会社と協調する体制の構築を進め、随時情報交換を行うなど

して、グループ全体として知財保護に取り組んでいく考えである。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：自国内において、海外からの輸入品の審査を強化し、自国企業の知財への侵害を避ける

体制の整備が必要である。また、知財保護情報、海外知財情報を企業と共有し、自国企業

の知財保護への法的な支援を強化してほしい。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国は知財保護において進展していると感じている。特許法などの知財保護関連の法律

の導入が相次いでいるため、今後は知財保護をとりまく環境の整備が順調に進むと考えて

いる。知財関連の行政措置の強化、コピー品の取り締まり、知財侵害企業の開示、海外進

出企業の権益の保護の強化を望んでいる。 
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調査企業 No.20 

製造分野：産業機器/電気・電子機器 

親会社国籍：デンマーク 

資本金：1,050 万元 

従業員数：不明 

事業領域：コントローラー、バルブ等の製造、販売 

 

◇質問と回答 

（１）知財権に関わる紛争の実態、その解決の実例 

Q：御社において知財とはなにを指しますか。（知財の規定） 

A：親会社が所有するブランドの技術・デザイン特許、商標、ロゴ、著作権（ドメイン名を

含む）や現地買収企業の製品技術、デザイン、商標等を指す。 

 

Q：御社の中国事業と知財導入状況を教えてください。 

A：親会社は国際的に知名度が高い大手多国籍企業であり、クーラー、エアコン、暖房、水

制御、伝導制御等の製品の生産と販売を手がけている。親会社は 1995 年に北京に初の生産

拠点を設立、中国を 重要市場と位置づけ、M&D や合弁を通じて中国事業を拡張、拠点拡充

と共に、中国への製品導入を進めている。現在、中国での現地生産品製品の大部分が親会

社の所有するのデザイン・技術特許、商標を採用している。現地買収企業の既存製品は少

数であり、それら製品の改良に当社の技術を取り入れている。中国事業開拓に伴い、今後

は新製品の導入拡大を進めていく考えであるが、これには親会社からの特許導入、技術サ

ポートが不可欠である。 

 

Q：御社は過去に、御社に属する知財が他者によって、脅かされたまたは侵害されたことが

ありますか。 

A：商標について、ローカル企業 2社訴訟紛争があった。 

 

Q：その実態を詳しく教えてください。 

A：1995 年の中国進出以来、当社が許可を取得した商標を、ローカル企業 2社が無断で使用

した。ローカル企業ローカル企業のうち 1社は製品と包装で当社の知財を侵害、また他の 1

社は知財侵害製品の販売を行っていた。 
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Q：その場合、どのように解決したか教えてください。 

A：当社は当該 2社を北京市第二人民法院に財侵害製品の生産・販売停止、企業名・ドメイ

ン名の変更、当社への経済損失賠償の提訴をした。その結果、1社に対して、登録商標専用

権侵害行為を停止し、製品における当社の名称と企業名の使用停止、ドメイン名の撤廃、「法

制日報」に、影響解消のための声明を掲載、当社が受けた経済損失 15 万元と知財侵害によ

る支出 2万元に相当する賠償金の支払が命じられた。 

 

（２）知財権保護の現状 

Q：御社は知財を保護するため、どのような社員教育を実施していますか。 

A：当社はこれまで天津、鞍山、杭州や上海に生産拠点を設立しているが、すべての拠点に

おいて、知財保護関連の社員教育が課題になると考えている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内規定を教えてください。  

A：現時点では社内規定は拠点によって異なる。上海では主に技術・デザイン特許の保護を

中心にいくつかの知財保護関連規定を制定し、処罰や責任追及の項目も盛り込まれている。

その会社規則は、従業員の知財保護意識の向上、会社規則の遵守、デザイン・技術特許の

流出防止の目的で、すべての従業員に配布されている。 

 

Q：御社が知財を保護するための社内体制を教えてください。 

A：各事業拠点の経営者は各自の会社管理の統括責任を負う。また効果的に管理を行うため、

各部門の責任を明確化している。技術・生産部門のように技術・設計特許の利用部門は、

授権を取得すれば利用が可能であるが、知財保護の責任を義務付けている。 

 

（３）今後の方針、方策 

Q：知財を保護するための、会社今後の方針を教えてください。 

A：現在、当社の中国事業は分散化し、各事業拠点によって経営方針も異なる。中国事業を

効果的に管理するため、当社は現地で統括会社の設立を検討している。今後は知財保護を

含め、中国事業全体で統一した方針を制定する可能性が高い。しかし、これまでの経験か

ら、技術・発明の特許申請、商標申請が 優先の課題であり、その上で知財保護のための

対策、方針を考慮していく。また、宣伝などの一連の市場活動を通じて会社の知名度や影

響力を向上させることも、それら対策の一環として進めていく考えである。 
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Q：知財を保護するために、御社が今後取ろうとする具体的な方策について教えてください。 

A：具体的な方策としては、法的手段に訴えることのほか、知財侵害を避けるためにも知財

の先行申請、市場でのプロモーションにも力を入れる。今後の発展と知財導入状況に応じ

て、将来の方針と方策を検討していく。 

 

（４）知財権保護に関わることで、中国政府、本国政府に要望すること 

Q：知財権保護全般に関わることで、御社の本国政府に対し要望があれば、その内容を具体

的に教えてください。 

A：デンマーク企業は、海外進出を積極的に進めている状況であり、政府として企業の海外

進出を奨励する一方で、海外での紛争解決への支援、知財保護に向けて企業との協力、情

報交流に努めることが重要であると考えている。 

 

Q：知財権保護全般に関わることで、中国政府に対し要望があれば、その内容を具体的に教

えてください。 

A：中国政府の、知財管理に関する行政機能に満足していない。特に地方政府は商標名、会

社の申請審査、許可が厳格に行われておらず、今後は知財侵害防止のため、これらの職能

を厳格化することを強く求める。 
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４－３．企業調査のまとめ 

 

 以上の企業調査から紛争の例をリストアップしたのが下記の表である。 

 

図表 4- 1：調査企業における紛争の実態 

メーカー 

所

属

国 

製品分野 知財紛争内容 解決手段 解決結果 

No.1 独 
エレベー

ター 

ローカル企業による

企業名、工場住所の盗

用、製品合格証や検査

記録、品質証明の偽造

など。 

品質技術監督局へロー

カル企業の不法行為を

告発。また上海市第一中

級人民法院に提訴。 

No.1 社勝訴。 

被告が経済損失6万

元を賠償。 

No.19 

スウ

ェー

デン 

エアーコ

ンプレッ

サー 

ローカル企業による

企業名称の侵害。 

現地子会社と共に、企業

名侵害を理由にローカ

ル企業を蘇州市中級人

民法院にを提訴。 

双方和解。 

法院の調停で和解

し、被告が和解内容

に従いローカル企

業は社名を変更。 

No.20 

デン

マー

ク 

コントロ

ーラー、バ

ルブ  

ローカル企業による

商標、企業名、ドメイ

ン名の侵害 

製品の商標権侵害を理

由に、ローカル企業を北

京市第二人民法院に提

訴。 

No.20 社勝訴。 

被告は登録商標、企

業名、ドメイン名の

侵害行為を停止、新

聞で謝罪声明を発

表、外国企業に 17

万元を賠償。 

No.16 伊 
ラジエタ

ー 

ローカル企業による

製品特許権侵害。 

製品特許権侵害を理由

にローカル企業を天津

市第一中級人民法院に

提訴。 

No.16 社勝訴。 

被告の知財侵害の

暖房放熱器の生産

販売・停止、経済損

失賠償。被告の上告

も敗訴。 

No.18 伊 

セラミッ

クス捺染

機 

ローカルメーカーに

よる製品の商標件侵

害。 

商標権侵害を理由にロ

ーカル企業を広州中級

人民法院に提訴。 

No.18 社敗訴。 

起訴理由証拠不十

分で敗訴。 
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メーカー 

所

属

国 

製品分野 知財紛争内容 解決手段 解決結果 

電子機器 

製品の外観デザイン

を巡りローカル企業

と紛争。 

商標権の侵害を理由に

ドイツフランクフルト

でローカル企業を起訴。 

終的に No.2 社が

訴訟を取下げ。 

No.2 独 

自動車部

品 

ローカル企業が 外国

企業のドメイン名を

違法で登録。 

中国国際経済貿易仲裁

委員会に仲裁を要求。 

仲裁の受諾。 

紛争のドメインの

所有件はF社にある

とした。 

No.13 仏 小型電器 

ローカル企業による

特許侵害、知財侵害製

品の販売。 

知財侵害を理由に北京

市第一中級人民法院に

ローカルメーカーと販

売代理店を提訴。 

No.13 社が被告企業

の詳細調査を理由

に起訴を取下げ。 

No.12 仏 
スイッチ

ソケット 

中国知財局特許再審

委員会による会社特

許の無効宣告。 

特許再審委員会の審査

結果を不服として、北京

市第一中級人民法院に

同委員会を起訴。 

No.12 社敗訴。 

裁定結果では特許

再審委員会の决定

を指示、 終的に敗

訴。 

No.11 仏 
スライド

レール 

ローカル企業よる製

品特許侵害。 

ロー各企業を特許侵害

を南京市中級人民法院

に提訴。 

No.11 社敗訴。 

被告はこれを不服

として江蘇省高級

人民法院に上告。然

し、中国知財局特許

再審委員会が特許

の一部の無効を決

定、二審で No.11 社

が敗訴。 

No.6 独 スイッチ 
ローカル企業による

商標侵害。 

商標権侵害を理由に北

京市第二中級人民法院

に提訴。 

No.6 社勝訴。 

被告が商標権侵害

行為を停止、経済損

失 1万元を賠償。 
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メーカー 

所

属

国 

製品分野 知財紛争内容 解決手段 解決結果 

No.5 独 電子機器 
商標所有権をめぐり

ローカル企業と紛争。

商標所有権をめぐりロ

ーカル企業をドイツケ

ルン地方裁判所にロー

カル企業を起訴。 

調停による和解案

受入れ。 

中国商務部、中国家

用電器協会の調停

で双方が和解解決。

ローカル企業への

への起訴を取り下

げ。ドイツと欧州で

登録した商標をロ

ーカル企業に譲渡。

No.10 仏 遮断器 
ローカル企業との特

許権侵害紛争。 

製品特許権侵害を理由

に、ローカル企業を 

中国だけでなく、イタリ

ア、ドイツ、フランスで

も起訴。 

中国では起訴取下

げ。海外では審議継

続。 

 

No.3 独 
半導体製

品 

ローカル企業による

称号、製品名称の侵害

不正競争を理由に浙江

省杭州市中級人民法院

にローカル企業提訴。 

双方が話し合いで、

和解。被告が商号の

侵害を停止、社名を

変更。 

 

上記の中国における紛争の例では商標権の侵害が多く、そのほとんどは外資系企業がロー

カル企業を提訴したものである。しかし、外資系企業がローカル企業を提訴して、結果と

して敗訴している例も見逃せない。また紛争の地域が中国だけにとどまらず、他国に広が

りを見せていることは、中国で起こった知財紛争が地球規模に拡大していく兆候が伺える。

政府や法院の調停で双方が和解で決着するケースが見られるが、外資系企業にとって被害

の実態把握が容易ではないことから、調停に頼らざるを得ない背景も垣間見られる。また

ローカル企業が一審判決を不服として高級人民法院に上告するケースも見受けられ、決着

までに要する日数の長期化傾向が現れている。 

調査対象企業は中国政府の知財権保護に対する取り組みには、その重要性の認識の高まり

は感じられるとしながらも、多くの不満を抱いているという実態が明らかになった。取締

りの強化、侵害情報の公開、企業への指導の徹底を求める企業が多く、地方政府の認識の
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ばらつきを是正する声が上げられた。 

より一層知財権保護のための社内環境改善に努めるとした企業が多く、中国製造企業のレ

ベルアップに伴い、侵害される知財権はよりハイレベルな技術領域に移行するとの認識が

読み取れる。本国への期待としては、紛争時の支援強化、中国政府との情報の共有を期待

する企業が多く、中国における紛争時のバックアップ体制の脆弱さに改善を求める声が多

い。 
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５．将来における中国政府の知財権保護への認識と対応策 
５－１．政策内容の方向性 

中国国家知識産権局は 2006 年 4 月、「知的財産権事業発展第 11 次五カ年計画」を発表し、

各地方向けに知財権事業発展の方向性とガイドラインを指示した。国家知財権戦略の制定、

知財権法律法規・政策体系の整備強化、法律執行力・保護力の強化、自主知財権と著名ブ

ランドの育成、国民全体の知財権保護意識の向上、知財権情報化・公共サービスの推進な

どを今後の重点として打ち出した。 

これまでの知財権発展動向を見ると、2000 年以降、中国の知財事業は急速に進められ、下

記の面で大きな成果を遂げている。 

 

1)知財権法律・法規の改善 

WTO 加盟と市場経済体制整備に対応し、中国は知財保護関連の法律・法規の改正を進め、

法律制定の趣旨、権利の内容、保護基準、法律救済の方面において知財権制度による科学

技術の進歩と自主革新を奨励している。関連政府機関と司法機関によって一連の国際規則、

司法解釈が導入され、法律法規の実効性が高められたほか、地方法規体制の整備も進めら

れた。知財権保護関連の法律・法規の制定と改正は中国の知財権制度改善に重要な意義を

持っている。 

 

2)知財の件数と品質の向上 

2000 年から 2005 年の第 10 次五カ年計画期間には、中国における特許、商標、著作権、

植物新品種、ソフトウェア登録、集積回路レイアウトデザイン、地理標識などの各種の知

財申請数が大幅に増加した。世界的に見ても実用新型特許、外観デザイン特許と商標の年

間申請件数は毎年連続して上位を維持した。 

第 10 次五カ年計画の特許申請件数は 1,594,762 件と第 9 次五カ年計画期の 643,853 件の

2.5 倍に拡大し、年間平均伸び率が 22.8%に達した。また商標申請件数は第 10 次五カ年計

画 2,346,373 件と第 9 次五カ年の 852,134 件の 2.75 倍に拡大し、年間伸び率が 22.5%に達

した。 

 

3)知財権のマクロ管理力の強化 

全国における各級知財関連職能部門が積極的にマクロ管理職能を推進し、知財権保護作業
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に重要な役割を果し、知財権制作研究も進展した。国務院職能部門は地方知財権管理業務

への指導力が向上し、地方知財作業機関の整備も強化された。業界の知財権管理業務も進

展したことを受けて、知財権保護の社会サービス体系も大幅に改善された。2004 年に国家

知財権保護作業グループが設立され、多部門の知財権法律執行協力メカニズムが構築され、

各行政部門との連携が強化された。2005 年には国家知財権戦略制定作業指導グループが設

立され、国家知財権戦略制定作業がスタートしたことで、知財管理作業が強化され、中国

の知財権制度確立に向けた体制が出来上がった。 

 

4)知財権保護の効果 

十五計画期には国務院関連部門は共同で権利侵害・詐称行為を調査して処分するメカニズ

ムが整備された。知財権の税関での取締りが強化され、映像製品の卸売、小売、レンタル、

放映から海賊版映像製品の取り締まりが実施され、インターネット及び情報普及分野にお

ける監督・管理を強化した。行政機関と司法機関の知財権保護の情報交換を推進し、各種

の知財侵害犯罪を厳しく取り締まる体制が整備された。 

 

5)知財保護意識の進化 

中国政府は知財保護の宣伝活動を重要視し、2004 年から毎年 4月 20 日～26 日を知財保護

宣伝週とし、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどのメディアを活用したシンポジ

ウム、ディスカッションや公益広告などにより知財保護の宣伝教育活動を展開し、労働尊

重、知識尊重、人材尊重、創造尊重の社会意識の高まりを生む土壌が作られた。 

 

6)知財の海外協調による成果 

中国は国際知財規則を基礎として、複雑な国際知財権事務に対応した知財権関連の国際交

流と協力体制をスタートさせた。また、多くの国際組織、外国投資企業と知財権領域で、

広範囲にわたり対話と交流が重ねられた。 

中国では知財権制度の整備が遅れているものの、急速に整備が進められている。これまで

70 年代末から 90 年代初までにかけては、知財権制整備において初歩発展段階にあったが、

WTO 加盟以降、中国の知財権事業は発展段階に突入し、今後も継続して進化するものと見ら

れる。2006 年から 2010 年までの第 11 次五ヵ年計画期間には、中国の知財権事業が新たな
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段階を迎えている。中国の経済発展は新しいステージに入り、知財権制度は自主革新、革

新型国家建設、すなわち、経済、貿易、文化の発展、推進に寄与するものへと変貌してい

る。知財権事業は国家経済の発展や、対外開放の要求に即応しなければならず、知財保護

にとって良好な社会風土と法治環境の育成が課題となる。知財競争の激化と知財紛争の増

加に伴い、企業の知財権制度を把握、運用する能力との向上が必要になり、自主知財権と

著名ブランドの育成、国際競争力を持つ企業の育成も迫られている。 

2000 年代から 2020 年代は中国の新しい経済と社会構造が育成される重要な時期であり、

中国における知財権事業においても重要な発展時期でもある。国家知財局は「中国国民経

済と社会発展の第 11 次五ヵ年計画計画」の提案によって 2006 年から 2010 年までの知財権

事業発展に関わる重要な計画を作成した。計画は主に中国の知財権事業発展のガイドライ

ン、発展目標と主な任務、措置を明確化したものだ。 

 

（１）中国国家知識産権局今後の方針 

1)国家知財権戦略を制定し、積極的に運用 

 国の知財権戦略を策定する上で、国の各機関は国家知財権の重要性を深く理解し、互い

に協調することにより、国家知財権綱要の制定計画に入る。 

 綱要策定に関しては、国家知財権戦略の段階的な目標を明確にし、国家としての知財の

競争力を向上させることを目的としている。 

 

2)知財権法律・法規策定、制定体制の整備を一層強化 

知財権法律法規の制定や改正は、良好な貿易投資環境と平等な競争環境の維持を趣旨と

して、国際間で協調しながら、かつ中国の国情に対応するものでなければならない。「特許

法」、「商標法」、「著作権法」及び「特許法実施細則」、「商標法実施細則」、「著作権実施細

則」の改正、「職務発明条例」、「民間文学芸術作品著作権保護弁法」、「ラジオ・テレビ作品

報酬支払弁法」、「植物新品種保護法」の制定を進め、遺伝子資源の保護、伝統技術・知識

の法律制定に関する研究を強化し、国家知財権基本法の制定に関する研究を進める。研究

の成熟した後、しかるべき 適な時期に国務院に立法を申請し、国務院年度法律制定作業

計画に盛り込むこととする。知財権関連行政法の規定と知財権侵害の判断基準を改善し、

知財権が適切に保護される環境を作る。知財権法律・法規に関連する政策、特に知財が産
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業の育成を推進するための政策研究を強化し、法律・法規が国情に適合した柔軟性のある

ものとし、同時に地方知財権法規の整備を進める。 

3)知財を保護するための法的な執行力を強化し、保護レベルを向上 

 知財権保護に関わる作業は多くの行政部門と司法機関に関係があるため、行政と司法双

方への指導強化、責任の明確化、協力体制の構築が必要である。市場の秩序を向上させ、

断固として製品コピー、詐欺、海賊版制作の知財侵害の違法行為を取り締まるという強い

協調体制が必要になる。行政措置の執行プロセスを改善し、公正で効率的な知財権紛糾解

決体制を築き上げるため、多部門間、地域間の協力体制を整え、構造的、地理的に権利侵

害領域の広い事件を徹底して取り締まる環境を作る。また外国政府、国際組織との交流対

話メカニズムを強化させ、知財権訴訟における国政的な連携に勤める。特に「オリンピッ

ク」や「万博会」などの国際的に注目される各種イベントに関わる知財保護への取締りを

強化する。 

中国の農業技術、農業用道具、農薬・化学肥料などの分野での知財権保護を強化し、新し

い社会主義農村建設を促進する。知財への司法の管理を強め、知財侵害犯罪行為の刑事責

任を追及する土壌を固める。 

 

4)知財権のマクロ管理を強化 

知財権管理体制の強化、管理メカニズムの 適化、管理方法の改善、管理効果の向上を

図る。知財権のマクロ管理は中央と地方行政機関の優位性を補完し合いながら、秩序ある

管理構造を形成しなければならない。そのため、国務院の各知財権職能部門の協力体制を

固め、情報共有を進め、全体的な知財権管理レベルを向上させる。また外国が有する知財

権管理における重要な管理技術、主要貿易対象国の知財権に関わる法規の研究を強化し、

中国企業に対して対外貿易における知財権紛争時の対策を提供し、本国の知財権を保護す

るだけでなく、外国からの知財侵害を避けるための体制を固める。各級政府部門に関連方

針制定のための情報をタイムリーに提供するために、各領域で研究を強化する。 

 

5)自主知財権とブランドに裏打ちされた国際競争力を持つ優位性企業を育成 

自主知財権とブランドに裏打ちされた国際競争力を持つ優良企業の育成は、中国第 11 次

五ヵ年計画期間の経済発展目標であり、知財権事業が重要な役割を果たす。中国企業の市
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場競争力を向上させるため、11・五計画期間には、企業の知財権管理制度の改善、知財権

戦略を推進し、企業･事業機関の科学技術や基礎技術の発展を図る。その結果誕生する、優

秀な製品の知財権保護をサポートし、企業・事業企業の知財権運用能力を大幅にアップさ

せる。またブランド育成戦略を推進し、自主知財権に保護されるべきブランドの開発を奨

励する。著名商標製品、先進技術、競争力を持つ大型企業が、国際競争力を備えた多国籍

企業へと成長するための支援をする。自主知財権を持つ企業が、安全かつ容易に知財権移

転を実施できる体制を作りこれを奨励する。 

 

6)知財権審査許可総合能力を強化させ、知財権審査許可速度と許可体制の品質を向上  

改革開放の進展と社会主義市場経済体制の改善に伴い、受理した各種知財権申請件数も

大幅に増加した。こうした状況の中、知財権審査許可体制の整備、強化が急務である。2010

年までに発明特許の平均審査期間を 24 ヶ月、実用新型と外観デザイン特許の平均審査期間

を 6ヶ月、特許再審と無効宣告請求の平均審理期間を 12 ヶ月に短縮させる。商標審査機関

の短縮にも努め、その他の知財権審査許可品質を向上させる。 

 

7)知財権の教育・宣伝を強化し、社会の知財権保護意識を向上 

国民全体の知財権意識を向上させ、世界各国の中国知財権保護への理解を深める狙いか

ら、教育と宣伝は非常に重要となる。宣伝効果は知財権制度の徹底に効果があるだけでは

なく、社会の意識革新を促進させる効果がある。良好な知財権保護環境造りのため、教育

作業は多方面から実施し、特に知財権作業スタッフのトレーニングを強化する。 

 

8)知財情報整備を強化し、情報サービスレベルを向上 

国家知財権の情報化は、社会のインターネット需要への対応が求められる。電子化知財

権審査システムの構築に重点を置く電子申請、審査、公布・公告などのシステムが包含さ

れた中国独自の知財権検索システムを整備し、知財権検索サービスプラットフォームを構

築する。そして知財権審査許可業務の管理、知財権戦略分析、知財権警報、緊急対応メカ

ニズムの情報化を進める。国内外の情報管理技術を十分に研究し、中国の知財権情報化水

準を向上させる。 
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9)知財権仲介サービス機能の整備を推進 

知財権事業の発展に伴い、知財権仲介サービス機構の設立、業界の団体や協会を結ぶネ

ットワークの構築が必要となる。知財権代理、コンサルティングなどの仲介サービス機関

の業務内容に関する規定を制定・改善し、仲介行為を規範化し、サービス品質を向上を目

指す。仲介業者の権利と義務を明確化し、仲介サービス機関の不当競争行為を防止する。

今後は知財権サービス機構の発展を奨励し、知財権仲介サービス従業員のトレーニングを

強化し、国内知財権法律法規と関連業務ノウハウを習得し、さらに関連実務に詳しい専門

家、法律家の育成を図る。知財権仲介サービス機関の架け橋の役割を発揮し、知財権宣伝・

トレーニング、交流協力、業界自律における知財権仲介サービス組織の役割を担う。 

 

10)知財権における対外活動を推進し、新しい国際協調関係を構築 

国際知財権規則の制定に参画し、国際協力を強化し、国際知財権発展動向にかかる情報

の収集、整理に取り組む。海外の主管部門間の交流を強化させ、在中国外国公使館との連

絡を密接にし、対外知財権関連作業が効率的、友好的に推進される体制を作る。世界知財

権組織、国際植物新品種保護アライアンス、世界貿易機関などの国際組織との交流を強化

し、積極的に国際規則の制定と改正に参画し、国際知財権協力事業におけるプレゼンスを

高める。世界先進国家、発展途上国との双方向の多国間協力を進め、良好な国際発展環境

を創出する。 

 

11)知財権管理機関・部門の整備を強化 

知財権管理機関の行政能力と管理水準向上のため、各級知財権管理機関の整備を急ぐ。

国際知財権制度が進化する中で、国内知財権事業の発展速度の更なるスピードアップが求

められている。 

  

（２）新たに公布された法規、規定の目的と方向性 

【中国における新規知財権保護関連法規・規定導入動向とその方向性（2006 年以降）】 

1) 特許分野  

法規・規定：特許費用減緩弁法 

制定機関：国家知識産権局 
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交付時期：2006/10/12 

導入時期：2006/10/13 

導入目的：特許申請者又は特許権人は特許関連費用の納付に困難がある場合、同弁法によ

って国家知識産権局に費用減免緩和を申請することができる。特許申請促進を目的に「特

許法実施細則」及び関連規定によって制定される。 

法規・規定：特許申請行為の規範化に関する若干規定 

制定機関：国家知識産権局 

交付時期：2007/08/27 

導入時期：2007/10/01 

導入目的：特許申請行為を規範化し、正常な特許作業秩序を保護するため、「特許法」、「特

許法実施細則」によって当該規定を制定する。特許申請プロセスを規範化する。 

 

法規・規定：審査マニュアル改正公報（第 1号） 

制定機関：国家知識産権局 

交付時期：2008/02/02 

導入時期：2008/04/01 

導入目的：「特許法実施細則」第 121 条の規定によって審査マニュアルを改正。期限の計算

を中心に改正。 

 

2)商標分野 

法規・規定：商標専有権侵害違法犯罪取締り作業でのリンク協力強化に関する暫定規定 

制定機関：公安部、国家工商行政管理総局 

交付時期：2006/01/13 

導入時期：2006/01/13 

導入目的：公安機関と工商行政管理機関の協力強化、商標専用権侵害違法犯罪活動の取り

締まり、市場経済秩序の維持、国家の経済発展の促進を目指す。「刑法」や「商標法」及び

関連法律、法規によって制定される。 

 

法規・規定：薬品説明書と標識に関する管理規定 
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制定機関：国家食品薬品監督管理局 

交付時期：2006/03/10 

導入時期：2006/06/01 

導入目的：薬品説明書と標識の管理を規範化。「薬品管理法」と「薬品管理法実施条例」を

ベースに制定。 

法規・規定：中国有名ブランド農産品管理弁法 

制定機関：農業部 

交付時期：2007/09/0１ 

導入時期：2007/09/13 

導入目的：有名ブランド農産品の評価認定作業の規範化、有名ブランド農産品の監督管理

の強化、農業ブランド化の発展戦略の実施、中国農産品の市場競争力の向上。 

 

法規・規定：登録商標、企業名称の所有権紛争の民事案件審理に関する若干問題の規定制

制定機関： 高人民法院 

交付時期：2008/02/19 

導入時期：2008/03/01 

導入目的：登録商標、企業名称の所有権紛争の民事案件を正確に審理するため、「民事訴訟

法」、「民法通則」、「商標法」、「反不正当競争法」などの法律によって当該規定を制定。  

 

3)著作権分野 

法規・規定：著作権行政苦情マニュアル 

制定機関：国家版権局 

交付時期：2006/04/28 

導入時期：2006/04/28 

導入目的：著作権人と著作権関連の権利人がどのように権力侵害行為の苦情を行うかにつ

いて苦情マニュアルを明確化、さらなる権利人の権益を保護させる。 「行政処罰法」、「著

作権法」、「著作権行政処罰実施弁法」の関連規定によって制定される。 

 

法規・規定：著作権侵害違法犯罪取り締まり作業での協力強化に関する暫定規定 
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制定機関：公安部、国家版権力局 

交付時期：2006/03/ 26 

導入時期：2006/03/26 

導入目的：公安機関と著作権管理部門の協力強化、著作権侵害犯罪活動の取り締まり、文

学、芸術と科学作品作者の著作権及び関連権益の強化、社会主義文化と科学事業の発展促

進を目的にする。 

「刑法」、「著作権法」、「行政法律執行機関の犯罪案件移送に関する規定」及び関連法律、

法規によって制定される。  

 

法規・規定：情報ネットワーク伝播権保護条例 

制定機関：国務院 

交付時期：2006/05/18 

導入時期：2006/07/01 

導入目的：著作権人、演技者、録音録画制作者の情報ネットワーク伝播権を保護し、社会

主義の精神文明、物質文明建設に有利な作品の創作と伝播を奨励するため、「中華人民共和

国著作権法」によって当該規定を制定。同条例の導入に伴い、情報ネットワーク伝播の市

場環境整を本格化。 

 

法規・規定：映像製卸売、小売、レンタルに関する管理弁法 

制定機関：文化部 

交付時期：2006/11/14 

導入時期：2006/12/01 

導入目的：映像製卸売、小売、レンタルの管理強化、映像事業の発展促進、社会主義物質

文明と精神文明の促進に向ける。  

 

法規・規定：インターネット著作権紛争案件審理に関する解釈 

制定機関： 高人民法院 

交付時期：2006/11/20  

導入時期：2006/12/08 
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導入目的：「著作権法」及び「情報ネットワーク伝播権保護条例」の規定によって「コンピ

ュータネットワーク著作権紛争審理に関する若干問題の解釈」について解釈を行った。 

 

法規・規定：中華人民共和国海関輸出入印刷品及び映像製品に関する監督管理弁法 

制定機関：海関総署 

交付時期：2007/04/18 

導入時期：2007/06/01 

導入目的：海関の輸出印刷品及び映像製品の監督管理を規範化するため、「海関法」及びそ

の他の法律、行政規定によって当該管理弁法を制定。  

 

4)その他の分野 

法規・規定：物権法 

制定機関：全国人大常委会 

交付時期：2007/03/16 

導入時期：2007/10/01 

導入目的：「商標専用権、特許権、著作権など知的財産権における財産権を担保に入れる場

合、当事者は書面による契約書を締結しなければならない。知的財産権における財産権の

譲渡または使用許諾により取得した対価は、担保権者への債務の早期弁済またはそのため

の準備金にしなければならないなどと規定した。 

 

法規・規定：商業特許経営管理条例 

制定機関：国務院 

交付時期：2007/02/06 

導入時期：2007/05/01 

導入目的：商業特許経営を定義、登録商標、企業標識、特許（特許、実用新案、意匠）、専

門技術などの経営資源を持つ企業が、契約を通してその所有する経営資源を他の経営者が

使うことを許可し、特許所有者が契約の約定に基づいて、統一された経営モデルにおいて

経営を行い、特許所有者に特許経営費用を支払う経営活動を指す 
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（３）特許法改正の方向性 

特許法(現行法)は、2008 年中に改正される見通しである。下記はその改正の内容を現行法

と比較した表である。改正の内容に下線を付している。 

 
現行法（2000 年版） 改正案（2008 年内導入予定） 

第１章 総 則 

第 1条 

発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、

発明創造の普及応用に有利な環境を作りし、科学

技術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化建設

の需要に適応するため、特にこの法律を制定する。

 

第 2条 

本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意

匠を指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 条 

国務院特許行政部門は全国の特許事務の管理に

責任を負い、特許出願を統一的に受理及び審査し、

法により特許権を付与する。 

省、自治区、直轄市人民政府の特許事務を管理

する部門は、当該行政区域内の特許管理事務に責

任を負う。 

第１章 総 則 

第 1条 

発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、

発明創造の普及応用に有利な環境を作り、科学技

術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化と革新

型国家の建設の需要に適応するため、特にこの法

律を制定する。 

第 2条 

本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意

匠を指す。  

発明とは、製品、方法又はその改善に関して提

案された新しい技術考案のことを言う。 

実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み

合わせに関して提案された、実用に適する新しい

技術考案のことを言う。 

意匠とは、製品の形状、図案又はその組み合わ

せ、及び彩色と形状や図案による組み合わせに関

しての、美観に富むかつ産業への応用に適する新

しい設計のことを言う。 

 

第 3 条 

国務院特許行政部門は全国の特許事務の管理に

責任を負い、特許出願を統一的に受理及び審査し、

法により特許権を付与する。 

地方の人民政府の特許行政管理部門は、当該行

政区域内の特許管理事務に責任を負う。 
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第 4条 

特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な

利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国

の関係規定に基づき処理する。  

 

第 5 条 

国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共

利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付

与しない。 

 

 

 

 

第 6 条 

所属先の職務を遂行し又は主に所属先の物質・

技術的条件を利用して完成された発明創造は職務

発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利

は所属先に帰属し、出願が認可された後、所属先

を特許権者とする。 

非職務発明創造については、特許出願の権利は

発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された後、

当該発明者又は考案者を特許権者とする。 

所属先の物質・技術的条件を利用して完成され

た発明創造であって、所属先と発明者又は考案者

間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰

属について取り決めがあるものは、その取り決め

に従う。 

 

 

 

 

 

第 4 条 

特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な

利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国

の関係規定に基づき処理する。  

 

第 5 条 

国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共

利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付

与しない。  

前項にいう国の法律に違反する発明創造には、

その実施のみが国の法律で禁じられている発明創

造は含まれない。 

 

第 6 条 

所属先の職務を遂行し又は主に所属先の技術秘

密を利用して完成された発明創造は職務発明創造

とする。 

主に所属先の技術秘密を除くその他の物質・技

術的条件を利用して完成された発明創造であっ

て、所属先と発明者又は考案者間に、特許出願の

権利及び特許権の帰属について取り決めがあるも

のは、その取り決めに従う。取り決めのないもの

は、その発明創造は非職務発明創造とし、所属先

が非独占で譲渡不可の形でその発明創造を実施す

る権利を有する。 

職務発明創造の特許出願の権利は所属先に帰属

し、出願が認可された後、その所属先を特許権者

とする。 

非職務発明創造については、特許出願の権利は

発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された後、

当該発明者又は考案者を特許権者とする。 
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第 7条 

発明者又は考案者の非職務発明の特許出願に対

しては如何なる法人又は個人も規制してはならな

い。 

 

第 8 条 

二つ以上の法人又は個人が協力して完成させた

発明創造、一つの法人又は個人がその他の法人又

は個人の委託を受けて完成させた発明創造につい

ては、別途協定がある場合を除き、特許出願の権

利は単独で完成又は共同で完成させた法人又は個

人に帰属し、出願が認可された後、出願した法人

又は個人が特許権者となる。  

 

第 9 条 

二人以上の出願者が同一の発明創造についてそ

れぞれが特許を出願した場合、特許権はもっとも

先に出願した人に付与される。  

 

 

 

第 10 条 

特許出願権及び特許権は譲渡することができ

る。 

中国の法人又は個人が外国人に特許出願権又は

特許権を譲渡する場合、必ず国務院の関係主管部

門の認可を経なければならない。 

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者

は書面での契約書を締結し、かつ国務院特許行政

部門に登記しなければならず、国務院特許行政部

門がこれを公告する。特許出願権又は特許権の譲

渡は登記日から有効となる。  

第 7 条 

発明者又は考案者の非職務発明の特許出願に対

しては如何なる法人又は個人も規制してはならな

い。 

 

第 8 条 

二つ以上の法人又は個人が協力して完成させた

発明創造、一つの法人又は個人がその他の法人又

は個人の委託を受けて完成させた発明創造につい

ては、別途取り決めがある場合を除き、特許出願

の権利は単独で完成又は共同で完成させた法人又

は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した

法人又は個人が特許権者となる。  

 

第 9 条 

同様の発明創造には一つの特許権のみが付与さ

れる。 

二人以上の出願者が同一の発明創造についてそ

れぞれが特許を出願した場合、特許権はもっとも

先に出願した人に付与される。  

 

第 10 条 

特許を出願する権利、特許出願権及び特許権は

譲渡することができる。 

中国の法人又は個人が外国人、外国企業又はそ

の他の外国の組織に、特許を出願する権利、特許

出願権又は特許権を譲渡する場合、法律と行政法

規の規定に従って所定の手続きを行わなければな

らない。 

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者

は書面での契約書を締結し、かつ国務院特許行政

部門に登記しなければならず、国務院特許行政部
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第 11 条 

発明及び実用新案の権利が付与された後、本法

に別途規定がある場合を除き、如何なる法人又は

個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実

施すること、即ち、生産経営を目的として、その

特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸

入すること、又はその特許方法を使用すること、

又は当該特許方法により直接獲得した製品を使

用、販売の申し出、販売、輸入することはできな

い。 

意匠特許権が付与された後、如何なる法人又は

個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実

施すること、即ち生産経営を目的として、その意

匠特許製品を製造、販売、輸入することはできな

い。  

 

第 12 条 

如何なる法人又は個人も他人の特許を実施する

場合、特許権者と書面での実施許諾契約を締結し、

特許権者に特許使用料を支払わなければならな

い。許諾を受けた人は、契約で規定された以外の

如何なる法人又は個人にも当該特許の実施を許可

する権利を有しない。  

 

 

 

 

 

 

 

門がこれを公告する。特許出願権又は特許権の譲

渡は登記日から有効となる。  

第 11 条 

発明及び実用新案の権利が付与された後、本法

に別途規定がある場合を除き、如何なる法人又は

個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実

施すること、即ち、生産経営を目的として、その

特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸

入すること、又はその特許方法を使用すること、

又は当該特許方法により直接獲得した製品を使

用、販売の申し出、販売、輸入することはできな

い。 

意匠特許権が付与された後、如何なる法人又は

個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実

施すること、即ち生産経営を目的として、その意

匠特許製品を製造、販売、輸入することはできな

い。  

 

第 12 条 

如何なる法人又は個人も他人の特許を実施する

場合、特許権者と書面での実施許諾契約を締結し、

特許権者に特許使用料を支払わなければならな

い。許諾を受けた人は、契約で規定された以外の

如何なる法人又は個人にも当該特許の実施を許可

する権利を有しない。 

 

【追加条項‐1】 

特許を出願する権利、特許出願権又は特許権が

二人以上の法人又は個人により共有されるもので

ある場合、別途定めがあるのを除き、次に掲げる

行為は共有者全体の承認を必要とする。 

（一）特許を出願する権利又は特許出願権を譲渡
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第 13 条 

発明の出願公開後、出願者はその発明を実施す

る法人又は個人に適当額の費用を支払うよう要求

することができる。  

 

第 14 条 

国有企業事業法人の発明特許で、国の利益又は

公共の利益に対して重大に意味を持つものは、国

務院関係主管部門及び省、自治区、直轄市人民政

府は国務院の認可を受け、認可された範囲内で普

及・応用することを決定でき、指定された法人に

実施を許可することができる。実施法人は国の規

定に基づき、特許権者に使用料を支払う。 

中国集団所有制法人及び個人の発明特許で、国

の利益又は公共の利益に対して重大に意味を持

ち、普及・応用の必要がある場合は、前款の規定

を参照して処理する。  

 

第 15 条 

特許権者はその特許製品又は当該製品の包装上

に、特許表示又は特許番号を明記する権利を有す

る。  

 

 

する 

（二）特許権を譲渡する又はそれを質権設定する

（三）特許の実施を他人に許諾する 

特許権が二人以上の法人又は個人により共有さ

れるものである場合、別途定めがあるのを除き、

いずれの共有者も単独でその特許を実施すること

ができる。 

 

第 13 条 

発明の出願公開後、出願者はその発明を実施す

る法人又は個人に適当額の費用を支払うよう要求

することができる。  

 

第 14 条 

国の投資する科学研究課題を担当して完成した

発明創造は、特許を出願する権利が科学研究プロ

ジェクトを担当した単位に帰属する。 

前項にいう、発明特許であって国の利益又は公

共の利益に対して重大な意味を持つものは、国務

院関係主管部門及び省、自治区、直轄市人民政府

は国務院の認可を受け、認可された範囲内で普

及・応用することを決定でき、指定された法人に

実施を許可することができる。実施法人は国の規

定に基づき、特許権者に使用料を支払う。 

 

 

第 15 条 

特許権者はその特許製品又は当該製品の包装上

に、特許表示又は特許番号を明記する権利を有す

る。  
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第 16 条 

特許権を付与された法人は、職務発明創造の発

明者又は考案者に対し奨励を与えなければなら

ず、発明創造が実施された後、その普及・応用の

範囲及び取得した経済効果に基づき、発明者又は

考案者に合理的な報酬を与える。  

 

第 17 条 

発明者又は考案者は特許文書の中に、自分が発

明者又は考案者であることを明記する権利を有す

る。  

 

第 18 条 

中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国

人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特

許を申請する場合、その所属国と中国の間で締結

した協議又は共に加盟している国際条約に基づ

き、又は互恵の原則に従い、本法に基づき処理す

る。  

 

第 19 条 

中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国

人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特

許を申請する場合及びその他の特許事務を行う場

合は、国務院特許行政部門が指定した特許代理機

関に委託して処理しなければならない。 

中国の法人又は個人が国内で特許出願及びその

他の特許業務を行う場合は、特許代理機関に委託

し処理することができる。 

特許代理機関は法律、行政法規を遵守し、被代

理人の委託により特許出願又はその他の特許事務

を処理しなければならず、被代理人の発明創造の

第 16 条 

特許権を付与された法人は、職務発明創造の発

明者又は考案者に対し奨励を与えなければなら

ず、発明創造が実施された後、その普及・応用の

範囲及び取得した経済効果に基づき、発明者又は

考案者に合理的な報酬を与える。  

 

第 17 条 

発明者又は考案者は特許文書の中に、自分が発

明者又は考案者であることを明記する権利を有す

る。  

 

第 18 条 

中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国

人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特

許を申請する場合、その所属国と中国の間で締結

した協議又は共に加盟している国際条約に基づ

き、又は互恵の原則に従い、本法に基づき処理す

る。  

 

第 19 条 

中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国

人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特

許を申請する場合及びその他の特許事務を行う場

合は、国務院特許行政部門により設立が認可され

た特許代理機関に委託して処理しなければならな

い。 

中国の法人又は個人が国内で特許出願及びその

他の特許業務を行う場合は、国務院特許行政部門

により設立が認可された特許代理機関に委託し処

理することができる。 

特許代理機関は法律、行政法規を遵守し、被代
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内容に対し、特許出願がすでに公開又は公告され

ている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。

特許代理機関の具体的管理方法は国務院が規定す

る。  

 

 

 

第 20 条 

中国の法人又は個人が国内で完成した発明創造

を外国で特許出願する場合は、先ず国務院特許行

政部門に特許出願し、その指定した特許代理機関

に委託して処理し、かつこの法律の第４条の規定

を遵守しなければならない。 

中国の法人又は個人は、中華人民共和国が加盟

している関係国際条約に基づき、特許の国際出願

を出すことができる。出願者が特許の国際出願を

出す場合、前款の規定を遵守しなければならない。

国務院特許行政部門は、中華人民共和国が加盟

している関係国際条約、本法及び国務院の関係規

定に基づき特許の国際出願を処理する。  

 

 

第 21 条 

国務院特許行政部門及びその特許再審委員会

は、客観的、公正、正確、適時な要求に基づき、

法により関係特許の出願及び請求を処理しなけれ

ばならない。 

特許出願が公開又は公告されるまで、国務院特

許行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し

秘密保持の責任を負う。  

 

 

理人の委託により特許出願又はその他の特許事務

を処理しなければならず、被代理人の発明創造の

内容に対し、特許出願がすでに公開又は公告され

ている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。

特許代理機関の具体的管理方法は国務院が規定す

る。  

 

第 20 条 

いかなる法人又は個人が中国で完成した発明創

造を外国で特許出願する場合は、先ず国務院特許

行政部門に特許出願し、かつこの法律の第４条の

規定を遵守しなければならない。 

中国の法人又は個人は、中華人民共和国が加盟

している関係国際条約に基づき、特許の国際出願

を出すことができる。出願者が特許の国際出願を

出す場合、前款の規定を遵守しなければならない。

国務院特許行政部門は、中華人民共和国が加盟

している関係国際条約、本法及び国務院の関係規

定に基づき特許の国際出願を処理する。  

 

 

 

第 21 条 

国務院特許行政部門及びその特許再審委員会

は、客観的、公正、正確、適時な要求に基づき、

法により関係特許の出願及び請求を処理しなけれ

ばならない。 

国務院特許行政部門が特許公告を定期的に出版

し、特許情報を全面的、正確、適時に広報しなけ

れば成らない。 

特許出願が公開又は公告されるまで、国務院特

許行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し
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第 2 章 特許権付与の条件 

 

第 22 条 

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、

創造性及び実用性を具備していなければならな

い。 

新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用

新案が国内外の出版物上で公開発表されたり、国

内で公開使用されたことがなく、又はその他の方

式で公衆の知るところとなっておらず、また同様

の発明又は実用新案が他人より国務院特許行政部

門に出願されたことがなく、かつ出願日以降に公

開された特許出願文書の中に記載されていないこ

とを指す。 

創造性とは、出願日以前にすでにあった技術と

比べ、当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な

進歩が、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があ

ることを指す。 

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は

使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができ

ることを指す。  

 

 

 

 

第 23 条 

意匠権を付与される意匠については、出願日以

前に国内外出版物上で公開発表された又は国内で

公開使用されたことのある意匠と同一又は類似し

秘密保持の責任を負う。  

 

 

第 2 章 特許権付与の条件 

 

第 22 条 

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、

創造性及び実用性を具備していなければならな

い。 

新規性とは、当該発明又は実用新案が現有技術

ではなく、また同様の発明又は実用新案が他人よ

り国務院特許行政部門に出願されたことがなく、

かつ出願日以降に公布された特許出願文書又は公

告された特許文書の中に記載されていないことを

指す。 

創造性とは、現有技術と比べ、当該発明には所

属分野の技術者にとって突出した実質的特徴及び

顕著な進歩が、当該実用新案には所属分野の技術

者にとって実質的特徴及び進歩があることを指

す。 

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は

使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができ

ることを指す。 

この法律にいう現有技術とは、出願日以前に国

内外において出版物による公開発表、公開使用又

はその他の方式で一般に知られている技術を指

す。 

 

第 23 条 

意匠権を付与される意匠は、現有設計ではなく、

また同様の意匠が他人より国務院特許行政部門に

出願されたことがない、かつ出願日以降に公告さ
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ておらず、かつ他人が先に取得した合法的権利と

衝突してはならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 条 

特許出願する発明創造について、出願日前６ヶ

月以内に、以下の状況の一つがあった場合、その

新規性を喪失しないものとする。 

(1)中国政府が主催する又は認める国際展示会

で初めて展示された場合。 

(2)規定の学術会議或いは技術会議上で初めて

発表された場合。 

(3)他人が出願者の同意を得ずに、その内容を暴

露した場合。  

 

 

 

第 25 条 

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。 

(1)科学上の発見 

(2)知的活動の規則及び方法 

(3)疾病の診断及び治療方法 

(4)動物と植物の品種 

(5)原子核変換方法を用いて取得した物質 

前款第(4)号で掲げた製品の生産方法に対して

れた特許文書の中に記載されていないものであっ

て、所属分野の設計者にとっては現有設計又は現

有設計の組み合わせと比べて明らかな区別を有す

るものでなければならない。 

意匠権を付与される意匠は、他人が先に取得し

た合法的権利と衝突してはならない。  

この法律にいう現有設計とは、出願日以前に国

内外において出版物による公開発表、公開使用又

はその他の方式で一般に知られている設計を指

す。 

 

第 24 条 

特許出願する発明創造について、出願日前６ヶ

月以内に、以下の状況の一つにより公開された場

合、当該特許出願にとって、この法律にいう現有

技術又は現有設計とはならない。 

(1)中国政府が主催する又は認める国際展示会

で初めて展示された場合。 

(2)規定の学術会議或いは技術会議上で初めて

発表された場合。 

(3)他人が出願者の同意を得ずに、その内容を暴

露した場合。  

 

 

第 25 条 

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。 

(1)科学上の発見 

(2)知的活動の規則及び方法 

(3)人又は動物に対する診断、治療及び外科手術

の方法 

(4)動物と植物の品種 

(5)原子核変換方法を用いて取得した物質 
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は、本法の規定に基づき特許権を付与することが

できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 特許の出願 

 

第 26 条 

発明又は実用新案の特許の出願には、願書、明

細書及びその概要、権利要求書などの文書を提出

しなければならない。 

願書には、発明又は実用新案の名称、発明者又

は考案者の氏名、出願者氏名又は名称、住所及び

その他の事項を明記しなければならない。 

明細書では、発明又は実用新案に対し、その所

属技術分野の技術者が実現できることを基準とし

た、明確で完全な説明を行い、必要な時には、図

面を添付しなければならない。概要は、発明又は

実用新案の技術要点を簡単に説明していなければ

ならない。 

権利要求書は明細書を依拠とし、特許保護請求

の範囲について説明しなければならない。 

 

 

 

(6) 平面印刷物であって、その図案の設計が標

識の役割だけを有するもの 

前款第(4)号で掲げた製品の生産方法に対して

は、本法の規定に基づき特許権を付与することが

できる。 

 

【追加条項‐2】 

発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存

されるものであって、その遺伝資源の取得、利用

が関連の法律・法規の規定に違反したものは、特

許権を付与しない。 

 

第 3章 特許の出願 

 

第 26 条 

発明又は実用新案の特許の出願には、願書、明

細書及びその概要、権利要求書などの出願文書を

提出しなければならない。 

願書には、発明又は実用新案の名称、発明者又

は考案者の氏名、出願者氏名又は名称、住所及び

その他の事項を明記しなければならない。 

明細書では、発明又は実用新案に対し、その所

属技術分野の技術者が実現できることを基準とし

た、明確で完全な説明を行い、必要な時には、図

面を添付しなければならない。 

発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存

されるものは、出願者が明細書においてその遺伝

資源の出所を明記しなければならない。 

明細書の概要は、発明又は実用新案の技術要点

を簡単に説明しなければならない。 

権利要求書は明細書を依拠とし、特許保護請求

の範囲について明確で簡明に限定しなければなら
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第 27 条 

意匠権の出願には、願書及び当該意匠の図面又

は写真などの文書を提出し、かつ当該意匠を使用

する製品及びその所属する類別を明記しなければ

ならない。  

 

 

第 28 条 

国務院特許行政部門が、特許出願書を受け取っ

た日を出願日とする。出願文書が郵送された場合

は、郵送した消印日を出願日とする。  

 

第 29 条 

出願者は発明又は実用新案が外国で初めて特許

出願された日から１２ヶ月以内に、又は意匠が外

国で初めて特許出願された日から６ヶ月以内に、

中国で再び同様の主題について特許を出願する場

合、当該外国と中国間で締結された協議又は共に

加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先

権を認める原則に従い、優先権を享有することが

できる。 

出願者は発明又は実用新案が中国で初めて特許

出願された日から１２ヶ月以内に、国務院特許行

政部門に同様の主題について特許を出願する場

合、優先権を享有することができる。  

 

第 30 条 

出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面

での声明を出し、かつ３ヶ月以内に 初に提出し

ない。 

 

 

第 27 条 

意匠権の出願には、願書及び当該意匠の図面又

は写真、及びその意匠の概要説明などの出願文書

を提出しなければならない。  

 

 

 

第 28 条 

国務院特許行政部門が、特許出願書を受け取っ

た日を出願日とする。出願文書が郵送された場合

は、郵送した消印日を出願日とする。  

 

第 29 条 

出願者は発明又は実用新案が外国で初めて特許

出願された日から１２ヶ月以内に、又は意匠が外

国で初めて特許出願された日から６ヶ月以内に、

中国で再び同様の主題について特許を出願する場

合、当該外国と中国間で締結された協議又は共に

加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先

権を認める原則に従い、優先権を享有することが

できる。 

出願者は発明又は実用新案が中国で初めて特許

出願された日から１２ヶ月以内に、国務院特許行

政部門に同様の主題について特許を出願する場

合、優先権を享有することができる。  

 

第 30 条 

出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面

での声明を出し、かつ３ヶ月以内に 初に提出し
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た特許出願文書の副本を提出しなければならな

い。書面での声明を出さず又は期限を過ぎても特

許出願文書の副本を提出しない場合は、優先権を

主張していないものと見なされる。  

 

第 31 条 

一件の発明又は実用新案の出願は、一項目の発

明又は実用新案に限られなければならない。一つ

の総体的発明構想の二項目以上の発明又は実用新

案は、一件の出願として提出することができる。

一件の意匠出願は、一種類の製品に使用される

一項目の意匠に限られなければならず、同一種別

でかつセットで販売又は使用される製品に用いら

れる意匠は、一件の出願として提出できる。  

 

 

 

第 32 条 

出願者は特許権が付与されるまでは、その特許

出願を随時取り下げることができる。  

 

第 33 条 

出願者はその特許出願文書に対し修正を行うこ

とができるが、発明及び実用新案に対する特許申

請文書の修正は、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ず、意匠に対する特

許出願文書の修正は、元の図面又は写真で表示さ

れた範囲を超えてはならない。  

 

 

 

 

た特許出願文書の副本を提出しなければならな

い。書面での声明を出さず又は期限を過ぎても特

許出願文書の副本を提出しない場合は、優先権を

主張していないものと見なされる。  

 

第 31 条 

一件の発明又は実用新案の特許出願は、一項目

の発明又は実用新案に限られなければならない。

一つの総体的発明構想の二項目以上の発明又は実

用新案は、一件の出願として提出することができ

る。 

一件の意匠出願は、一種類の製品に使用される

一項目の意匠に限られなければならず、同一の製

品に係る二つ以上の類似意匠、又は同一種別でか

つセットで販売又は使用される製品に用いられる

意匠は、一件の出願として提出できる。  

 

第 32 条 

出願者は特許権が付与されるまでは、その特許

出願を随時取り下げることができる。  

 

第 33 条 

出願者はその特許出願文書に対し修正を行うこ

とができるが、発明及び実用新案に対する特許申

請文書の修正は、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ず、意匠に対する特

許出願文書の修正は、元の図面又は写真で表示さ

れた範囲を超えてはならない。  
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第 4章 特許出願の審査と認可 

 

第 34 条 

国務院特許行政部門は発明特許の出願を受け取

った後、予備審査を経て本法の要求に符合してい

ると認めた場合、出願日から満１８ヶ月後に公開

する。国務院特許行政部門は出願者の請求に基づ

き、その出願を繰り上げて公開することができる。

 

第 35 条 

発明特許出願の出願日から三年以内に、国務院

特許行政部門は、出願者が随時提出した請求に基

づき、その出願に対し実体審査を行うことができ

る。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても

実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下

げられたものと見なされる。 

国務院特許行政部門は必要と認める時に、自ら

発明特許出願に対し実体審査を行うことができ

る。  

 

第 36 条 

発明特許の出願者が実体審査を請求した時に

は、出願日以前におけるその発明に関係する参考

資料を提出しなければならない。 

発明特許についてすでに外国で出願が提出され

ている場合、国務院行政部門は出願者に指定期限

内に、当該国がその出願を審査するため検索した

資料又は審査結果の資料を提出するよう要求する

ことができる。正当な理由なく期限を過ぎても提

出しない場合、当該出願は取り下げられたものと

見なされる。  

 

第 4 章 特許出願の審査と認可 

 

第 34 条 

国務院特許行政部門は発明特許の出願を受け取

った後、予備審査を経て本法の要求に符合してい

ると認めた場合、出願日から満１８ヶ月後に公開

する。国務院特許行政部門は出願者の請求に基づ

き、その出願を繰り上げて公開することができる。

 

第 35 条 

発明特許出願の出願日から三年以内に、国務院

特許行政部門は、出願者が随時提出した請求に基

づき、その出願に対し実体審査を行うことができ

る。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても

実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下

げられたものと見なされる。 

国務院特許行政部門は必要と認める時に、自ら

発明特許出願に対し実体審査を行うことができ

る。  

 

第 36 条 

発明特許の出願者が実体審査を請求した時に

は、出願日以前におけるその発明に関係する参考

資料を提出しなければならない。 

発明特許についてすでに外国で出願が提出され

ている場合、国務院行政部門は出願者に指定期限

内に、当該国がその出願を審査するため検索した

資料又は審査結果の資料を提出するよう要求する

ことができる。正当な理由なく期限を過ぎても提

出しない場合、当該出願は取り下げられたものと

見なされる。  
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第 37 条 

国務院特許行政部門は発明特許出願に対し実体

審査を行った後、本法の規定に符合していないと

認める場合、出願者に通知しなければならず、指

定する期限内に意見陳述を行う、又はその出願に

対し修正するよう要求する。正当な理由なく期限

を過ぎても回答しない場合は、当該出願は取り下

げられたものと見なされる。  

 

第 38 条 

発明特許の出願について出願者が意見陳述又は

修正を行った後、国務院特許行政部門が尚本法の

規定に符合していないと認める場合、拒絶しなけ

ればならない。  

 

第 39 条 

発明特許の出願が実体審査を受け、拒絶する理

由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門

は発明特許権を付与する決定を出し、発明特許証

書を交付し、同時に登記して公告する。発明特許

権は公告日から有効となる。  

 

第 40 条 

実用新案及び意匠の特許出願が予備審査を受

け、拒絶する理由が見つからなかった場合、国務

院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権

を付与する決定を出し、相応する特許証書を交付

し、同時に登記して公告する。実用新案特許権及

び意匠特許権は公告日から有効となる。  

 

第 41 条 

国務院特許行政部門は特許再審委員会を設置す

第 37 条 

国務院特許行政部門は発明特許出願に対し実体

審査を行った後、本法の規定に符合していないと

認める場合、出願者に通知しなければならず、指

定する期限内に意見陳述を行う、又はその出願に

対し修正するよう要求する。正当な理由なく期限

を過ぎても回答しない場合は、当該出願は取り下

げられたものと見なされる。  

 

第 38 条 

発明特許の出願について出願者が意見陳述又は

修正を行った後、国務院特許行政部門が尚本法の

規定に符合していないと認める場合、拒絶しなけ

ればならない。  

 

第 39 条 

発明特許の出願が実体審査を受け、拒絶する理

由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門

は発明特許権を付与する決定を出し、発明特許証

書を交付し、同時に登記して公告する。発明特許

権は公告日から有効となる。  

 

第 40 条 

実用新案及び意匠の特許出願が予備審査を受

け、拒絶する理由が見つからなかった場合、国務

院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権

を付与する決定を出し、相応する特許証書を交付

し、同時に登記して公告する。実用新案特許権及

び意匠特許権は公告日から有効となる。  

 

第 41 条 

国務院特許行政部門は特許再審委員会を設置す
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る。特許出願者は国務院特許行政部門の出願拒絶

の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った

日から３ヶ月以内に、特許再審委員会に再審を請

求することができる。特許再審査委員会は再審し

た後決定を出し、かつ特許出願者に通知する。 

特許出願者は特許再審査委員会の再審決定に対

し不服がある場合、通知を受け取った日から３ヶ

月以内に人民法院に訴えを提起することができ

る。  

 

第５章 特許権の存続期間、消滅、無効 

 

第 42 条 

発明特許権の期限は２０年とし、実用新案特許

権と意匠特許権の期限は１０年とし、ともに出願

日から計算するものとする。  

 

第 43 条 

特許権者は特許権を付与された年から年費を納

め始めなければならない。  

 

第 44 条 

以下の状況の一つがある場合、特許権は期限満

了前に消滅するものとする。 

(1)規定に基づき年費を納付していない場合。 

(2)特許権者が書面での声明を以てその特許権

を放棄した場合。 

特許権が期限満了以前に消滅する場合、国務院

特許行政部門が登記及び公告する。  

 

第 45 条 

国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日

る。特許出願者は国務院特許行政部門の出願拒絶

の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った

日から３ヶ月以内に、特許再審委員会に再審を請

求することができる。特許再審査委員会は再審し

た後決定を出し、かつ特許出願者に通知する。 

特許出願者は特許再審査委員会の再審決定に対

し不服がある場合、通知を受け取った日から３ヶ

月以内に人民法院に訴えを提起することができ

る。  

 

第５章 特許権の存続期間、消滅、無効 

 

第 42 条 

発明特許権の期限は２０年とし、実用新案特許

権と意匠特許権の期限は１０年とし、ともに出願

日から計算するものとする。  

 

第 43 条 

特許権者は特許権を付与された年から年費を納

め始めなければならない。  

 

第 44 条 

以下の状況の一つがある場合、特許権は期限満

了前に消滅するものとする。 

(1)規定に基づき年費を納付していない場合。 

(2)特許権者が書面での声明を以てその特許権

を放棄した場合。 

特許権が期限満了以前に消滅する場合、国務院

特許行政部門が登記及び公告する。  

 

第 45 条 

国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日
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から、如何なる法人又は個人も当該特許権の付与

が本法の関係規定に符合していないと認めた場

合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告す

るよう請求することができる。  

 

第 46 条 

特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対

し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特

許権者に通知しなければならない。特許権の無効

宣告が決定された場合、国務院特許行政部門が登

記及び公告する。 

特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維

持の決定に対し不服がある場合、通知を受け取っ

た日から３ヶ月以内に、人民法院に訴えを提起す

ることができる。人民法院は無効宣告請求手続き

を行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参

加するよう通知しなければならない。  

 

第 47 条 

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。 

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の前

に人民法院が出しかつすでに執行している特許権

侵害の判決及び裁定、すでに履行又は強制執行さ

れている特許権侵害紛争の処理決定、及びすでに

履行されている特許実施許諾契約又は特許譲渡契

約に対しては、遡及力を有しない。但し、特許権

者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、

賠償しなければならない。 

前款の規定に従い、特許権者又は特許譲渡人が

特許実施の許諾を受けた人又は特許権受譲者に特

許使用料又は特許権譲渡料を返還せず、明らかに

から、如何なる法人又は個人も当該特許権の付与

が本法の関係規定に符合していないと認めた場

合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告す

るよう請求することができる。  

 

第 46 条 

特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対

し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特

許権者に通知しなければならない。特許権の無効

宣告が決定された場合、国務院特許行政部門が登

記及び公告する。 

特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維

持の決定に対し不服がある場合、通知を受け取っ

た日から３ヶ月以内に、人民法院に訴えを提起す

ることができる。人民法院は無効宣告請求手続き

を行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参

加するよう通知しなければならない。  

 

第 47 条 

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。 

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の前

に人民法院が出しかつすでに執行している特許権

侵害の判決及び裁定、すでに履行又は強制執行さ

れている特許権侵害紛争の処理決定、及びすでに

履行されている特許実施許諾契約又は特許譲渡契

約に対しては、遡及力を有しない。但し、特許権

者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、

賠償しなければならない。 

前款の規定に従い、特許権者又は特許譲渡人が

特許実施の許諾を受けた人又は特許権受譲者に特

許使用料又は特許権譲渡料を返還せず、明らかに



 144 

公平原則に違反する場合は、特許権者又は特許権

譲渡人は、特許実施の許諾を受けた人又は特許権

譲受人に特許使用料又は特許権譲渡料の全額又は

一部を返還しなければならない。  

 

第６章 特許強制実施の許諾 

 

第 48 条 

実施条件を有する法人が、合理的な条件で発明

又は実用新案の特許権者に、その特許の実施許諾

を請求し、合理的な期間内にこれらの許諾が受け

られなかった時には、国務院特許行政部門が当該

法人の申請に基づき、当該発明特許又は実用新案

の実施に強制許諾を与えることができる。  

 

第 49 条 

国に緊急事態又は非常事態が発生した場合、又

は公共の利益のために、国務院特許行政部門は発

明特許又は実用新案の実施に強制許諾を与えるこ

とができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公平原則に違反する場合は、特許権者又は特許権

譲渡人は、特許実施の許諾を受けた人又は特許権

譲受人に特許使用料又は特許権譲渡料の全額又は

一部を返還しなければならない。  

 

第６章 特許強制実施の許諾 

 

第 48 条 

発明と実用新案の権利者が権利登録の日から三

年を経ち、正当な理由がなく特許を実施していな

い又はその特許の実施が不充分である場合、国務

院特許行政部門が、実施条件を有する法人の申請

に基づき、当該発明特許又は実用新案の実施に強

制許諾を与えることができる。  

 

第 49 条 

国に緊急事態又は非常事態が発生した場合、又

は公共の利益のために、国務院特許行政部門は、

国務院の関係主管部門の要請に応じ、実施条件を

有する法人に対して発明特許又は実用新案の実施

に強制許諾を与えることができる。 

流行病の発生、蔓延により公共健康の危機を引

き起こすものは、前項にいう国の緊急事態を構成

する。流行病の発生を予防し、流行病の蔓延を抑

制し又は流行病の患者を治療するのは、前項にい

う公共の利益のための行為に含まれる。 

流行病治療の薬品が中国で特許権を取得したも

のであって、その薬品を製造する能力がない又は

その能力が不足である発展途上国又は後発発展途

上国が中国からその薬品の輸入を希望した場合、

国務院特許行政部門は中国の加盟した国際条約の

規定に基づき、実施条件を有する法人にその薬品
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第 50 条 

特許権を取得した発明又は実用新案が以前にす

でに特許権を取得済みの発明又は実用新案と比

べ、経済意義が顕著な重大な技術進歩を有し、そ

の実施が前の発明又は実用新案の実施に依存して

いる場合、国務院特許行政部門は、後の特許権者

の申請に基づき、前の発明又は実用新案の実施に

強制許諾を与えることができる。 

前款の規定に基づき強制実施許諾が与えられた

状況において、国務院特許行政部門は、前の特許

権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実

施にも強制許諾を与えることができる。  

 

第 51 条 

この法律の規定により強制実施許諾を申請する

法人又は個人は、合理的条件で特許権者と実施許

諾契約を締結できなかった証明を提出しなければ

ならない。  

 

 

 

第 52 条 

国務院特許行政部門は、出した強制実施許諾の

決定については、適時特許権者に通知し、かつ登

記し公告しなければならない。 

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づ

を製造し上述の国家に輸出する強制許諾を与える

ことができる。 

 

 

 

 

第 50 条 

特許権を取得した発明又は実用新案が以前にす

でに特許権を取得済みの発明又は実用新案と比

べ、経済意義が顕著な重大な技術進歩を有し、そ

の実施が前の発明又は実用新案の実施に依存して

いる場合、国務院特許行政部門は、後の特許権者

の申請に基づき、前の発明又は実用新案の実施に

強制許諾を与えることができる。 

前款の規定に基づき強制実施許諾が与えられた

状況において、国務院特許行政部門は、前の特許

権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実

施にも強制許諾を与えることができる。  

 

第 51 条 

この法律の第 48 条と第 50 条の規定により強制

実施許諾を申請する法人又は個人は、合理的条件

で発明又は実用新案の権利者にその権利の実施許

諾を請求したが、合理的期間内にその許諾を取得

できなかった旨の証明を提出しなければならな

い。  

 

第 52 条 

国務院特許行政部門が決定した強制実施許諾の

については、適時特許権者に通知し、かつ登記し

公告しなければならない。 

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づ
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き、実施する範囲及び期間を定めなければならな

い。 

強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生していな

い時、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に

基づき、審査を経た後、強制実施許諾を中止する

決定を出さなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 53 条 

強制実施許諾を取得した法人又は個人は、独占

的な実施権を享受せず、かつ他人に実施を許諾す

る権利も有しない。  

 

第 54 条 

強制実施許諾を取得した法人又は個人は、特許

権者に合理的な使用料を支払わなければならず、

その金額は双方が協議する。双方の協議が成立し

なかった場合、国務院特許行政部門が裁定する。 

 

き、実施する範囲及び期間を定めなければならな

い。 

強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生していな

い時、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に

基づき、審査を経た後、強制実施許諾を中止する

決定を出さなければならない。  

 

【追加条項‐3】 

この法律の第49条第 3項で別途規定したものを

除き、国務院特許行政部門による強制実施許諾付

与の決定は、強制許諾の実施が主に国内市場に供

給するためのものであると限定しなければならな

い。 

強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場

合、その強制許諾の実施は公共のための非営業目

的の利用、又は司法手続き若しくは行政手続によ

り反競争的な行為と判断され救済を行うための利

用に限定されなければならない。 

 

 

 

第 53 条 

強制実施許諾を取得した法人又は個人は、独占

的な実施権を享受せず、かつ他人に実施を許諾す

る権利も有しない。  

 

第 54 条 

強制実施許諾を取得した法人又は個人は、特許

権者に合理的な使用料を支払わなければならず、

その金額は双方が協議する。双方の協議が成立し

なかった場合、国務院特許行政部門が裁定する。 
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第 55 条 

特許権者が国務院特許行政部門の強制実施許諾

に関する決定に対し不服がある場合、及び特許権

者と強制実施許諾を取得した法人及び個人が、国

務院特許行政部門の強制実施許諾に関する使用料

の裁定に不服がある場合は、通知を受け取った日

から３ヶ月以内に人民法院に訴えを提起すること

ができる。  

 

 

 

 

 

 

 

第７章 特許権の保護 

 

第 56 条 

発明特許又は実用新案の権利の保護範囲は、そ

の権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図

面を権利要求の解釈に用いることができる。 

意匠権の保護範囲は、図面又は写真で示された

当該意匠に係る製品を基準とする。  

 

 

第 57 条 

特許権者の許諾を受けずにその特許を実施す

る、即ちその特許権を侵害し、紛糾を引き起こし

た場合、当事者が協議して解決する。協議を望ま

ない又は協議が成立しなかった場合は、特許権者

又は利害関係者は人民法院に訴えを提起すること

ができ、また特許事務を管理する部門に処理を求

第 55 条 

特許権者が国務院特許行政部門の強制実施許諾

に関する決定に対し不服がある場合、強制許諾を

申請する法人及び個人が国務院特許行政部門の申

請却下の決定に不服がある場合は、通知を受け取

った日から３ヶ月以内に「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。  

特許権者と強制実施許諾を取得した法人及び個

人が、国務院特許行政部門の強制実施許諾に関す

る使用料の裁定に不服がある場合は、通知を受け

取った日から３ヶ月以内に「中華人民共和国民事

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。 

 

第７章 特許権の保護 

 

第 56 条 

発明特許又は実用新案の権利の保護範囲は、そ

の権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図

面を権利要求の解釈に用いることができる。 

意匠権の保護範囲は、図面又は写真で示された

当該意匠に係る製品を基準とする。概要説明は図

面又は写真の説明に利用することができる。 

 

第 57 条 

特許権者の許諾を受けずにその特許を実施す

る、即ちその特許権を侵害し、紛糾を引き起こし

た場合、当事者が協議して解決する。協議を望ま

ない又は協議が成立しなかった場合は、特許権者

又は利害関係者は人民法院に訴えを提起すること

ができ、また特許行政管理部門に処理を求めるこ
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めることもできる。特許事務を管理する部門が処

理する時、権利侵害行為が成立すると認められた

場合は、権利侵害者に即時権利侵害行為を停止す

るよう命ずることができる。当事者が不服の場合、

処理通知を受け取った日から１５日以内に、『中華

人民共和国行政訴訟法』に基づき、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

ない場合は、特許事務を管理する部門は人民法院

に強制執行を申請することができる。処理を行う

特許事務を管理する部門は、当事者の請求に基づ

き、特許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』に基づき、人民法

院に訴えを提起することができる。 

特許権利侵害紛争が新製品の製造方法の発明特

許に及ぶ場合は、同様の製品を製造する法人又は

個人がその製品の製造方法が特許の方法と違うこ

との証明を提供しなければならない。特許権利侵

害紛争が実用新案特許に及ぶ場合、人民法院又は

特許事務を管理する部門は、特許権者に国務院特

許行政部門が作成した検索報告を出すよう要求す

ることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともできる。 

【追加条項‐4】 

特許行政管理部門が特許侵害紛争の処理を行う

時、権利侵害行為が成立すると認めた場合は、権

利侵害者に即時権利侵害行為を停止するよう命ず

ることができる。侵害行為が深刻であるものにつ

いては、侵害製品と侵害行為を実施するための専

門設備を没収することができる。 

当事者が特許行政管理部門による処理の決定に

不服がある場合、処理通知を受け取った日から１

５日以内に、『中華人民共和国行政訴訟法』に基づ

き、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は、特許行政管理部門

は人民法院に強制執行を申請することができる。

処理を行う特許行政管理部門は、当事者の請求

に基づき、特許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』に基づき、

人民法院に訴えを提起することができる。 

【追加条項‐5】 

特許行政管理部門が特許侵害紛争を処理すると

き、次に掲げる職権を行使することができる。 

（一）関係当事者に尋問し、他人特許権の侵害

容疑に関わる情況を調査する 

（二）他人特許権の侵害容疑に関わる、当事者

の契約、領収書、帳簿及びその他の資料を調べ、

複製することができる 

（三）当事者が他人の特許権を侵害した疑いの

ある行為の場所について現場検査を行う 

（四）証拠により他人の特許権を侵害したこと

が証明された製品、又は侵害行為を実施するため
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の専門設備について、閉鎖又は差し押さえをする

ことができる。 

特許行政管理部門が法に基づき前項に定めた職

権を行使するとき、当事者はそれに協力するもの

とし、拒絶、妨害をしてはならない。 

 

【追加条項‐6】 

特許権利侵害紛争が新製品の製造方法の発明特

許に係る場合は、同様の製品を製造する法人又は

個人がその製品の製造方法が特許の方法と違う旨

の証明を提供しなければならない。 

特許権利侵害紛争が実用新案権又は意匠権に係

る場合、権利者又は利害関係者は人民法院又は特

許行政管理部門に、国務院特許行政部門による検

索報告を提出しなければならない。 

 

【追加条項‐7】 

発明特許又は実用新案権の侵害とは、侵害と指

摘された者が実施する技術は、発明又は実用新案

の一つの請求項に記載される一件の技術考案のす

べての技術特徴と同一である又は同一視される技

術特徴を有することを指す。 

同一視される特徴とは、侵害と指摘された者が

実施する技術のある技術特徴が、発明又は実用新

案の権利請求項に記載された対応する技術特徴と

比べて相違があるが、所属分野の技術者が侵害行

為の発生時に特許明細書や図面、権利請求書を読

むことで、創造性の労働をする必要がなくて、対

応の特徴がほぼ同一の手段を用いて、ほぼ同一の

功能を実現し、ほぼ同一の効果を生ずるものであ

ると認識することができるものを指す。 
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【追加条項‐8】 

意匠権の侵害とは、侵害と指摘された者により

生産、販売又は輸入された製品が、意匠の権利文

書に明記された製品と同一又は類似するものであ

って、その製品の外観の設計は意匠権の図面又は

写真に表示された意匠と同一又は類似するため、

一般消費者に混同を引き起こすものを指す。 

 

【追加条項‐9】 

特許権者が特許審査又は無効請求審判の手続き

において、その特許出願又は特許がこの法律に所

定された特許権付与の要件を満たすようにするた

めに、書面による特許保護範囲を制限した修正又

は意見の陳述は、特許権者に拘束力があるもので、

特許権利侵害紛争の審理又は処理の過程にそれを

撤回することはできない。 

 

【追加条項‐10】 

特許権利侵害紛争を審理する人民法院又はそれ

を処理する特許行政管理部門は、当事者による証

拠に基づき、侵害と指摘された者が実施する技術

又は設計が現有技術又は現有設計であると認定し

た場合、その実施行為が特許権侵害の行為ではな

いと認定するものとする。 

特許権者がその特許権を付与された技術又は設

計が現有技術又は現有設計であることを知ってい

ながら、悪意で他人が自己の特許権を侵害したと

主張し人民法院に提訴した又は特許行政管理部門

の処理を請求した場合、侵害と指摘された者は人

民法院に対して、これにより受けた損失を特許権

者が賠償するよう命じることを請求することがで

きる。 
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第 58 条 

他人の特許を盗用した場合、法に基づき民事責

任を負う以外に、特許事務を管理する部門が是正

を命じかつそれを公告し、違法所得を没収する。

かつ違法所得の３倍以下の過料を併科することが

できる。違法所得がない場合は、５万元以下の過

料に処すことができ、犯罪を構成する場合は、法

に基づき刑事責任を追及する。  

 

第 59 条 

非特許製品を特許製品と偽る、非特許方法を特

許方法と偽った場合は、特許事務を管理する部門

が是正を命じかつそれを公告し、５万元以下の過

料に処すことができる。  

 

 

 

第 60 条 

特許権侵害の賠償金額は、権利者の権利侵害に

より受けた損失又は権利侵害者が権利侵害によっ

 

【追加条項‐11】 

人民法院又は特許行政管理部門が侵害行為の成

立を認定した判決又は処理の決定が発効した後、

同一の侵害者が同一の特許権を再び侵害する類似

の行為を行った場合は、法に基づき民事責任を負

うほかに、特許行政管理部門が是正を命じかつそ

れを公告し、違法所得を没収する。かつ違法所得

の３倍以下の過料を併科することができる。違法

所得がない場合は、10 万元以下の過料に処すこと

ができる。 

 

第 58 条 

他人の特許を盗用した場合、法に基づき民事責

任を負う以外に、特許行政管理部門が是正を命じ

かつそれを公告し、違法所得を没収する。かつ違

法所得の３倍以下の過料を併科することができ

る。違法所得がない場合は、１０万元以下の過料

に処すことができる。犯罪を構成する場合は、法

に基づき刑事責任を追及する。  

 

第 59 条 

非特許製品を特許製品と偽る、非特許方法を特

許方法と偽った場合は、特許行政管理部門が是正

を命じかつそれを公告し、違法所得を没収する。

かつ違法所得の３倍以下の過料を併科することが

できる。違法所得がない場合は、１０万元以下の

過料に処すことができる。  

 

第 60 条 

特許権侵害の賠償金額は、権利者の権利侵害に

より受けた損失又は権利侵害者が権利侵害によっ
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て獲得した利益に基づき確定する。権利侵害を受

けた人の損失又は権利侵害者が獲得した利益を確

定することが難しい場合は、当該特許許諾使用料

の倍数を参照し、合理的に確定する。  

 

 

 

 

 

 

第 61 条 

特許権者又は利害関係者が、他人が権利侵害行

為を行っている又はまさに行おうとしていること

を証明する証拠を有しており、即座に制止しなけ

れば、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐

れがある場合、訴えを提起する前に、人民法院に

関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう

要請することができる。 

人民法院は前款の申請を処理する際、『中華人民

共和国民事訴訟法』第 93 条から第 96 条及び第 99

条の規定を適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て獲得した利益に基づき確定する。権利侵害を受

けた人の損失又は権利侵害者が獲得した利益を確

定することが難しい場合は、当該特許許諾使用料

の倍数を参照し、合理的に確定する。参照できる

特許許諾使用料がない又は特許許諾使用料が明ら

かに合理的でない場合については、人民法院が特

許権の種類、侵害行為の性質と情状などによって、

人民元５０００元以上、１００万元以下の賠償額

を決定することができる。 

 

第 61 条 

特許権者又は利害関係者が、他人が権利侵害行

為を行っている又はまさに行おうとしていること

を証明する証拠を有しており、即座に制止しなけ

れば、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐

れがある場合、訴えを提起する前に、人民法院に

関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう

要請することができる。 

人民法院は前款の申請を処理する際、『中華人民

共和国民事訴訟法』第 93 条から第 96 条及び第 99

条の規定を適用する。  

 

【追加条項‐12】 

特許侵害行為を制止するために、証拠消滅の可

能性がある又は将来の取得が困難であるとき、特

許権者又は利害関係者は提訴する前に、人民法院

に証拠の保全を請求することができる。 

人民法院は請求を受理した後、48 時間以内に裁

定を出さなければならない。保全措置の実施を裁

定した場合は、即時に執行を行わなければならな

い。 

人民法院は請求人に担保の提供を命じることが
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第 62 条 

特許権侵害の訴訟時効は２年とし、特許権者又

は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知り得

た日より起算するものとする。 

発明特許の出願公開から特許付与までの間に、

当該発明を使用して適当額の使用料を支払ってい

ない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する

訴訟時効は２年とし、特許権者は他人がその発明

を使用していることを知った又は知り得た日より

起算する。但し、特許権者が特許付与日以前に知

った又は知り得た場合は、特許権付与日より起算

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる。請求人が担保を提供しない場合は、請求

を却下する。 

人民法院が保全措置を行った後 15 日以内に、請

求人が提訴しなかった場合は、人民法院はその措

置を解除しなければならない。 

 

第 62 条 

特許権侵害の訴訟時効は２年とし、特許権者又

は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知り得

た日より起算するものとする。 

発明特許の出願公開から特許付与までの間に、

当該発明を使用して適当額の使用料を支払ってい

ない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する

訴訟時効は２年とし、特許権者は他人がその発明

を使用していることを知った又は知り得た日より

起算する。但し、特許権者が特許付与日以前に知

った又は知り得た場合は、特許権付与日より起算

する。  

【追加条項‐13】 

特許権者又は利害関係者が訴訟時効を超えて特

許権の侵害により他人を提訴した場合、提訴の日

から 2 年前の侵害賠償を求めることはできない。

侵害行為が提訴のときに継続しているものについ

て、人民法院又は特許行政管理部門に対して、侵

害者に侵害行為の停止を命じることを請求するこ

とができる。 

侵害行為が、特許権者又は利害関係者が知った

又は知り得えた日より５年以上続いたものであっ

て、特許権者又は利害関係者が正当な理由がなく

権利を主張しなかった場合、侵害者が双方の合意

した金額又は人民法院の裁定した金額で使用料を

支払うことに同意したとき、その特許の実施行為
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第 63 条 

以下の状況の一つがあるものは、特許権侵害と

は見なさない。 

(1)特許権者が製造、輸入した又は特許権者の許

諾を受けて製造、輸入した特許製品又は特許方法

に基づき直接獲得した製品が売り出された後、当

該製品を使用、販売の申し出又は販売するもの。

(2)特許出願日前にすでに同様の製品を製造し、

同様の方法を使用し、又はすでに製造、使用のた

めの必要な準備を終えており、かつ元の範囲内だ

けで引き続き製造、使用するもの。 

(3)臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外

国輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協

議又は共に加盟している国際条約に基づき、また

は互恵の原則に従い、輸送手段自身の必要のため

にその装置と設備において関係特許を使用するも

の。 

(4)専ら科学研究と実験のために特に関係特許

を使用するもの。 

特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された

特許製品又は特許方法により直接獲得した製品で

あることを知らずに、それを生産経営目的として

使用又は販売をしたが、その製品が合法的な来源

を持つことを証明できる場合、賠償責任を負わな

い。  

 

 

 

 

 

を継続することができる。 

 

第 63 条 

以下の状況の一つがあるものは、特許権侵害と

は見なさない。 

(1)特許権者が製造した、又は特許権者の許諾を

受けて製造、輸入した特許製品又は特許方法に基

づき直接獲得した製品が売り出された後、当該製

品を使用、販売の申し出、販売又は輸入するもの。

(2)特許出願日前に、他人が自ら開発した又は合

法的に取得した技術又は設計に基づいて、すでに

同様の製品を製造し、同様の方法を使用し、又は

すでに製造、使用のための必要な準備を終えてお

り、特許権付与の後に元の範囲内だけで引き続き

その製品の製造かつ使用、販売の申し出、販売を

行い、又は元の範囲内だけで引き続きその方法を

使用し、かつその方法により直接に取得した製品

の使用、販売の申し出、販売を行うもの。 

(3)臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外

国輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協

議又は共に加盟している国際条約に基づき、また

は互恵の原則に従い、輸送手段自身の必要のため

にその装置と設備において関係特許を使用するも

の。 

(4) 専ら特許技術そのものについて科学研究と

実験を行うために特許製品の製造、使用、輸入を

行う又は特許方法を使用するもの、及び他人がそ

のために特許製品を製造、輸入しかつ販売するも

の。 

(5)専ら薬品又は医療設備の取得と提供に係る

行政許認可に必要な情報のために特許薬品又は特

許医療設備を製造、使用、輸入するもの、及び他
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第 64 条 

この法律の第２０条の規定に違反して外国に特

許を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所属先ま

たは上級主管機関が行政処分を与え、犯罪を構成

する場合は、法により刑事責任を追及する。  

 

 

 

第 65 条 

発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願

権及び本法で規定するその他の権益を奪い取った

場合、所在法人又は上級主管機関が行政処分を与

える。  

 

第 66 条 

特許事務を管理する部門は、社会に向けて特許

製品等を推薦する経営活動に関与してはならな

い。 

特許事務を管理する部門が前款の規定に違反し

た場合、その上級機関又は監察機関が改正するよ

う命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没

収し、情状が重い場合は、直接責任を負う主管者

及びその他の直接責任者に対し、法により行政処

人がそのために特許薬品又は特許医療設備を製

造、輸入しかつ販売するもの。 

特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された

特許製品又は特許方法により直接獲得した製品で

あることを知らずに、それを生産経営目的に、販

売申し出又は販売をしたが、その製品が合法的な

来源を持つことを証明できる場合、賠償責任を負

わない。  

 

第 64 条 

いかなる法人又は個人がこの法律の第２０条の

規定に違反して、中国で完成した発明創造を 初

に外国に特許を出願したものは、その中国におい

て当該発明創造で提出した特許出願は授権されな

い。国家秘密を漏洩した場合、法により法的責任

を追及する。  

 

第 65 条 

発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願

権及び本法で規定するその他の権益を奪い取った

場合、所在法人又は上級主管機関が行政処分を与

える。  

 

第 66 条 

特許行政管理部門は、社会に向けて特許製品等

を推薦する経営活動に関与してはならない。 

特許行政管理部門が前款の規定に違反した場

合、その上級機関又は監察機関が改正するよう命

じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収し、

情状が重い場合は、直接責任を負う主管者及びそ

の他の直接責任者に対し、法により行政処分を与

える。  
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分を与える。  

 

第 67 条 

特許管理事務に従事する国家公務員及びその他

の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私

情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合は、

法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない

場合は、法により行政処分を与える。  

 

第８章 附則 

 

第 68 条 

国務院特許行政部門に特許を出願し、及びその

他の手続きをとる場合、規定に基づき料金を納め

なければならない。  

 

第 69 条 

この法律は 1985 年 4月 1日より施行する。  

 

 

 

第 67 条 

特許管理事務に従事する国家公務員及びその他

の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私

情にとらわれ 7 不正を行い、犯罪を構成する場合

は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成し

ない場合は、法により行政処分を与える。  

 

第８章 附則 

 

第 68 条 

国務院特許行政部門に特許を出願し、及びその

他の手続きをとる場合、規定に基づき料金を納め

なければならない。  

 

第 69 条 

この法律は 1985 年 4月 1日より施行する。 

 

注）表記の内容は 2006 年 8 月に国家知識産権局（知財局）が公表した特許法の現行版と改訂草案（意見募

集稿）である。改訂草案（意見募集稿）は社会から広く意見を集めた上で 終審議段階に入り、2008

年内に正式に導入する予定である。 

出所：国家知識産権局（2006 年 8 月） 
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６．まとめ 

（１）EU 諸国企業の知財権保護策の展望 

近年、中国政府と欧州連合（以下 EU と記載）は知財保護の面での提携を強化してきた。

中国と EU による知的財産権保護プロジェクト第 2 期が 2007 年 11 月 26 日、正式にスター

トした。それによると今後 4年間、中国は EU との協力により、知財保護のための法整備や

法執行の枠組み作りを推進する。政府間の協力強化は、EU 諸国企業の中国における知財保

護改善につながると期待されている。今後、知財紛争をめぐり、両国間の協力の枠組みの

下で、行政・司法が協調して解決に当たるとしており、中国政府が EU 諸国企業の中国にお

ける知財と合法的な権益の確保に取り組む現れである。 

本調査において実施した EU 諸国企業の中国現地法人 20 社を対象としたインタビュー調

査の結果、現地法人の知財に対する取り組みが明らかになった。各現地法人の共通した認

識は、中国政府や企業における知財権の認識が、自国の場合と比較して大きな差があると

いうことである。こうした中、現状外資系企業が採り得る主体的な知財権侵害防止策は、「早

期登記の徹底」に限られており、知財侵害の回避に向けた中国政府への取り組み努力に大

きな期待が寄せられている。EU 外資系企業の事業拡大に伴い、自国本社が有する知財を中

国で登記し、その権利を使用した企業活動の段階から、中国進出企業が自ら開発した知財

を活用した生産・流通活動という新たなステージに差し掛かっている。EU 外資系各企業は、

この新たなステージにおける知財保護の基本を、社員教育システムを構築し現地社員意識

の向上を促進させること、社内ルールを設けて社員に徹底することとしている。一方、調

査企業からの共通した強い要望は、中国政府への知財権保護行政の強化と、司法の公正で

効率的な執行であった。また知財情報の分かりやすい公開、中国企業への指導の徹底を望

む声も聞かれた。また調査対象企業の多くは、中国政府の知財権保護に対するその重要性

の認識の高まりは感じられるとしながらも、多くの不満を抱いているという実態が明らか

になった。取締りの強化、侵害情報の公開、企業への指導の徹底を求める企業が多く、地

方政府の認識のばらつきを是正する声が上げられた。より一層知財権保護のための社内環

境改善に努めるとした企業が多く、中国製造企業のレベルアップに伴い、侵害される知財

権はよりハイレベルな技術領域に移行するとの認識が読み取れる。本国への期待としては、

紛争時の支援強化、中国政府との情報の共有を期待する企業が多く、中国における紛争時

のバックアップ体制に改善を求める声が多い。仏に国籍を持つ電気機器製造現地法人が、

中国で取得した特許を根拠に、ローカル企業を相手取って知財侵害を提訴したが、被告企

業が以前から所有する特許が同一のものと判断され敗訴した例などは、登記されている知

財が適正に管理、公開されていれば知財侵害を防げ得た事例である。このことから中国の
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知財領域の管理体制の脆弱さがうかがえる。 

いずれにしても中国においては「知財」が一般社会に認識されるようになってからまだ

10 年を経過していない。事実、中国の知財に関する経験の長さは EU 諸国とは比較するすべ

もない。このような状況の中で中国政府は国家の威信を掛けて知財権保護に向け動き出し

ていることが、本調査から明らかになった。。しかし、先進国の水準に達するまでには、相

当の努力と時間が必要となるだろう。調査対象 EU 企業はこうした現実を捉えて、知財保護

へ向けた社内教育システム作りと管理規定の整備を強化している。企業の大部分を占める

現地社員のレベルアップこそが、知財保護への必要条件であるとしていることは、とりも

なおさず日本企業としても大いに参考にすべき企業姿勢である。 

 

(２）我が国機械工業の中国における知財保護戦略への示唆 

 1978 年中国の改革開放政策導入以降、世界の先進企業は挙って中国市場へ進出した。2007

年末段階での中国における外国資本の企業数は商務部の発表によると 60万社を突破したと

される。新たに進出する外資系企業は、当然自社が有する知財を競争優位の戦略から、中

国で登記することとなる。今や中国には世界の名だたる企業の知財があふれている状況だ

が、調査企業の回答からは、中国の政府と中国企業人の知財に対する認識が、外資系企業

の認識と大きな隔たりがあることを強調している。言い換えると、中国において、外資系

企業の知財は常に侵害の危機にさらされており、紛争解決に至るプロセスが極めて非効率

ということだ。日本企業にとっても中国市場獲得戦略において知財が重要であることに変

わりはなく、本件調査対象企業の認識が、日本企業にも大いに参考になると言える。 

本件調査から明らかになった、知財に関わる中国の法制度と行政の現状、また EU 企業に

おける知財保護活動の実態から、日本企業として、中国においていかに知財保護に取り組

むべきかのヒントが明らかになった。 

 中国における知財関連紛争の特徴は、外国製品の意匠を侵害するケースが多く、調査対

象企業 20 社に中にはハイエンド技術の侵害の例が見当たらない。現状においては一般の中

国企業は先進技術を製品に生かす技術レベルと生産システムを有していないことが原因の

ようである。ミドルレンジ以下の製造技術でも模倣しやすい「デザイン」「ロゴ」などの知

財の侵害が一般的といえる。近年中国政府は知財権保護に向けた取り組みを強化させてお

り、特許法の第三回改正を完了、2008 年内に導入する予定で、商標法、著作権法の改正も

検討中であり、社会に向けた知財のプロモーションにも積極的だ。しかし、元来「知財」
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の概念が非常に希薄な中国社会が突然変化するとは考えにくく、広く一般に浸透するまで

には時間がかかるものと見られる。知財侵害が発生し侵害の内容が特定できた場合でも、

広い国土など、独特の複雑な流通経路などの環境要素で、損害額を確定することが困難で

あることも中国における知財保護の難しさと言える。 

 このような状況において調査対象企業の共通した対策は、「早期登記の徹底」ということ

であった。外資系企業が自らが中国へ持ち込んだ知財の登記は、事務的に処置されるため

問題とはならないが、中国における企業活動で新しく生み出された知財に対する社員の認

識と、それを保護しようとする意識改革には、どの企業も真剣に取り組んでいる。まずは

知財に対する自社内の意識改革から、というのが共通した認識だ。「早期登記の徹底」とい

う先進国企業から見れば非常に初歩的な行動を、現地社員に徹底することの難しさが伺え

る。 

 一方中国企業の技術革新の速度は速い。現状では先進国に及ばないハイテク技術分野に

おいてもいずれ中国企業が台頭するであろう。調査企業からは、ハイテク分野における知

財侵害には危機感を抱いていないとする回答が多かった。しかし中国企業の経営技術レベ

ルの向上によって、近い将来にハイテク分野の知財侵害が起こりえる危険性は十分にある

と言える。 

中国における知財保護の観点から、日本企業にとって も重要なことは、知財の概念を現

地社員一人一人が十分に理解できるための教育システム作りにあると言える。もともと知

財の概念が希薄な土壌において、企業として知財問題に立ち向かうためには、現地社員一

人一人の意識改革が必要になる。本件調査を終えた実感として、企業にとっての「知財」

は「社員のモラル」と緊密な関係があるということだ。中国企業の技術の進化と平行して、

複雑化する知財問題に対処するためにも、現地社員の知財意識改革のためのシステム作り

が求められている。 
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