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                                      はじめに 
 
 TRIPs 協定により WTO 加盟国における知的財産法制が一定のレベルでハーモナイズさ
れつつある現在において、当然のことながら、次の段階として各国での知的財産保護のエ

ンフォースメントに関心が集っている。特に日本の主な投資先として注目される中国など

の東アジア諸国において知的財産保護が現実にどのように図れるのかを知ることの必要性

は、我が国の産業界において極めて高い。また、忘れてはならないことであるが、知的財

産権は単に先進工業国の利益を擁護するだけではなく、これから発展しようとする国々に

とってもその基礎を固める素材を提供するものであって、東アジア諸国が手を携え、知恵

を出しあって知的財産の確実な保護制度を確立していくことは、それぞれの産業・経済や

文化の発展に大きく貢献するものである。 
本プロジェクトは、このような広い視点に立って、知的財産権保護のエンフォースメン

トの主流を占めるべき「知的財産権関連紛争の裁判上の処理」に関して、東アジア諸国と

りわけ非英語圏諸国であって実態調査が困難と思われる、タイ、中国、韓国、台湾、イン

ドネシア及びベトナムを対象国として、実態調査を行ったものである。早稲田大学 21世紀
COE《企業法制と法創造》総合研究所内に設置された知的財産法制研究センター（RCLIP）
が 3年程の間に蓄積してきた各国の知的財産権法関係の学者や実務家とのネットワークと
その成果である知的財産権関係判例英訳データベースを最大限に活用して、単なる実態調

査に止まらず、具体的事案に基づいた紛争解決の実際にもある程度迫ることができた。ま

た、本プロジェクト資金を利用してアジアセミナーをタイと中国について行い、報告者か

らは事前に提出された大部な報告書に基づいた興味ある報告を生で聞くこともできた。こ

れらの成果もすべて本報告書に盛り込まれており、内容の充実した報告書を完成できて、

研究代表者としても誇らしく思っている。 
このような私たちの研究活動を支援して頂いた特許庁及び財団法人知的財産研究所に

は大いに感謝している。また、私たちは今回の実態調査を踏まえて、次の段階として、調

査結果の分析や、あるべき知的財産保護の将来像にまで調査研究を進めたいと考えている

ので、引き続きご支援を頂戴できることを期待したい。 
私たちの調査研究の成果を集大成した本報告書が、知的財産権のエンフォースメントに

関心のある我が国内外の方々のお役に立つことが出来ることを切に願っている。 
 
平成 18年 3月 
 
 

早稲田大学大学院法務研究科教授 
 
                         研究代表者 高林 龍 
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東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理に関する実態調査 

要約文 

 

研究代表者 高林 龍 
 

各国の知的財産権関連紛争の解決に裁判が果す役割は、他の国家機関との関連や裁判官

あるいは訴訟代理人の資格などから始まって、様々な点でレベルの違いが顕著であるため、

各別に調査をしたのではその結果が統一性のないものになってしまう危険性がある。そこ

で、私たちは初回の研究会で想定できる共通調査項目を挙げて、全体的な調査の統一性を

図ることにした。 

 
調査項目は以下の 10点である。 

 

① 知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担 

② 司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度 

③ 司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度 

④ 司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合 

⑤ 司法裁判所における知的財産関連訴訟において争われる各知的財産権の割合 

⑥ 司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法 

⑦ 司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその限界 

⑧ 司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法 

⑨ 司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題や立法の予定 

⑩ 司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項 

 
 
それぞれの項目については、各国の協力者にカントリーレポートの執筆を依頼すると共

に、各国を担当する委員が現地に赴いて協力者と共に現地調査を行って報告書を作成した。

また、本プロジェクト資金を使用したタイ及び中国セミナーを開催したほか、他の資金を

活用した韓国セミナーも開催して、3カ国の学者や裁判官らから本研究テーマに関する詳細

な報告書の提出を得て、多数の参加者の前で生の現場の声を聴く機会も得た。それぞれの

国の調査の成果を要約することは困難であるので各論を参照して頂きたく、ここでは各国

の特色だけを簡単に触れておく。 

 

【韓 国】 

特許庁審決の取消訴訟を担当する特許法院と侵害訴訟を担当する裁判所が存在する二元

体制が採られている。今回の対象国の中では知的財産保護法制が我が国と近いレベルにあ



る国といえる。裁判官の専門性を補うための技術調査官や技術審理官がいることも我が国

の裁判所調査官制度などと類似している。また、特許専門弁護士や弁理士制度もあり、弁

理士は審決取消訴訟で訴訟代理人となるほか侵害訴訟においても弁護士に対する専門性を

補助する役割を担っている。事件としては著作権関係や特許、商標関係が多く、知的財産

紛争処理に民事訴訟の果す役割も高い。我が国の判例と近似する判例も多数存在する一方

では、たとえば審決取消訴訟の審理範囲、侵害訴訟における無効判断の可否などの点では

日本の判例と必ずしも一致しておらず比較法的に興味のあるところである。また、我が国

が知財高裁を設立したことに伴って、現在審決取消訴訟のみを扱っている特許法院を我が

国の知財高裁のように、侵害訴訟の控訴審も担当する裁判所として位置づけようとする法

改正の動きもある。 

 

【中 国】 

巨大な国中国ではあるが知的財産紛争処理の実態を知るためには特に北京、上海と広州

が重要であるため、私たちもこの 3 カ所に着目して調査を進めた。中国では行政上の紛争

処理のルートと司法上のルートの複線構造となっており、行政的手続が多用される傾向が

あったが、次第に民事裁判による紛争解決に関心が高まっている。行政手続についてもそ

の不服は最終的には行政訴訟で争える制度となっている。裁判官については知的財産権を

扱う上での資格に格別のものはないし、また弁護士以外にも当事者の近親者や関連社会団

体や所属組織から推薦された者などが訴訟代理人になれることになっており、知的財産権

紛争を担当するための専門性は要求されていない。しかし、急速に専門裁判官や弁護士が

増加している状況にある。6年間に結審した民事知的財産関係事件が 38,000件余りである。

行政訴訟としての権利無効再審案件などは 1,600件ほどあるが、侵害訴訟において権利の有

効性が判断できるという制度は採用されていない。損害賠償においては法定損害賠償（最

高額 50万元）で処理される案件が多いことが特色である。報告書にはアジアセミナーにお

いて知的財産紛争処理について 4 名の著名な学者と 1 名の裁判官が行ったパネルディスカ

ッションのテープ起しも収録しているので、是非参照して頂きたい。 

 

【台 湾】 

台湾では、中国とは異なり、知的財産関連紛争は行政手続ではなく裁判手続で処理され

ることが多いが、裁判手続とはいえ民事裁判は少なく刑事裁判で処理される例が圧倒的に

多い。これは民事損害賠償を刑事訴訟中で請求できるとの制度が採用されていることも一

因のようである。台湾では従来の日本の司法試験制度と類似の法曹資格試験制度が採用さ

れており、自然科学のバックグランドを持った者が法曹になるのは困難であって、裁判官

などに自然科学のバックグランドを持った者は少ないのが現状である。これらのこともあ

って、現在、知的財産専門裁判所を設立して、より専門性の高い裁判官を養成するととも

に、技術的事項の補助者として技術的審理官を配属する計画がある。事件としては、特許



は少なく著作権と商標が多い。また、損害賠償として故意侵害による三倍賠償の制度のほ

か、商標権侵害においては 1500個以下の侵害の場合に、500個から 1500個の範囲内で侵害

を擬制して賠償を認める特殊な法定損害賠償制度が導入されていることが注目される。あ

と、近時の話題としては、昨年末にタミフルに関する特許について強制実施権が設定され

たことや、2003 年に特許権侵害に対して刑事責任が課されなくなったという奇妙な制度が

導入されたことが挙げられる。 

 

【タ イ】 

タイの知的財産紛争の裁判上の処理の特色は、多数の専門的裁判官・補助裁判官が配属

された IP&IT 裁判所の存在であり、最高裁にも知的財産専門部があることなど、国を挙げ

て知的財産保護に積極的に取り組んでいることである。一方では、取り扱う事件の大多数

は刑事事件であり、とりわけ著作権と商標権関係事件が多数を占め、特許事件は極めて少

ないのが現状である。民事事件で損害賠償が認められる例は、当事者の立証の不十分さも

あってか、少ない。また、IP&IT裁判所や最高裁は知的財産権の有効性を判断する権限を有

しており、権利取消しの効果には対世効があり、取消しを認めた裁判例も多数存在する。

一方で、刑事事件に併せて民事損害賠償が請求できる制度が採用されている。しかし、た

とえば著作権侵害の刑事裁判に併せて民事の損害賠償が請求された場合に、和解により訴

追を免れることができるとされているため、罰則を免れるために高額の損害賠償に応じる

和解が成立する例などが批判されており、現在制度改正が進んでいることにも注目してお

く必要がある。 

 

【インドネシア】 

2002 年に知的財産権に関する裁判制度の改革が行われ、各地方に知的財産権に特化した

5つの裁判所が新設された。しかし、専門裁判所としての活動はこれからという段階であり、

最高裁への上告制限はないため最高裁は 51名の判事が大量の事件を処理しており、知的財

産関係でも下級審判決の質が悪いこともあって上告審で破棄される例が多い。そのため、

判例として価値あるものも最高裁判所以外ではほとんど存在しないのが現状である。民事

事件としては商標関係事件がほとんどであるが、損害賠償を認定する規定が存在しないな

ど、損害賠償を得るために裁判を利用するという段階にはない。 

 

【ベトナム】 

社会主義国であるベトナムでは知的財産紛争は行政機関で処理される場合が多い。刑事

事件の処理も捜査機関主導で行われており、司法機関が民事及び刑事の知的財産紛争処理

を担う体制の構築が急がれる状況にある。1998年以降でも知的財産関係民事事件は 62件程

度である。 

以 上 



１－１ 調査の目的 

 
（１）研究テーマ 
東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理に関する実態調査 

 
（２）研究内容 
本研究では、次に述べる『研究の必要性、研究内容、実施項目等、既存の研究成果との

関係』に鑑みた研究を行うことを内容としている。 
 
① 研究の必要性 
我が国は、模倣品の国際的流通の拡大等の理由から、特に被害の大きい東アジア諸国に

おける産業財産権の権利執行の問題について、関心を高めている。しかし、権利執行制度

の運用面に関する、情報は十分といえないものである。 
産業財産権の権利執行には行政・司法・立法面での対応が存在するが、東アジア諸国に

おける権利執行の方法は、行政主導・刑事司法中心というのが、一般的傾向であるとして

これまで知られてきたところである。しかし、近時、東アジア諸国においても、産業財産

権関連紛争を、行政・刑事司法中心ではなく、民事事件として裁判において処理するべき

であるとの議論も高まっている。中国の統計資料によれば、産業財産権関連紛争の処理に

際して、裁判所の民事司法手続を利用する傾向がここ数年の間、大幅に拡大していること

が分かっている。 
これらのことを踏まえ、我が国の産業が東アジア諸国に置いて、事業を展開する際に、

産業財産権の保護について適切に対応するため、東アジア諸国における産業財産権関連紛

争の裁判上の処理の実態がどのような状況にあるかについて、具体的な紛争事例を素材と

して調査し、学問的かつ実務的な視点から検討ことが必要とされる。 
 
② 研究内容 
我が国の産業にとって重要な投資先である中国、韓国、タイ、インドネシア、台湾、ベ

トナム等の東アジア諸国での産業財産権が適切に保護されるべきという観点より、産業財

産権関連紛争が、各国の裁判所においてどのように処理されているのか調査研究し、本研

究を通じて、これらの国および地域における産業財産権制度の研究推進・研究者養成・研

究者間のネットワーク構築を目指すものである。 
そして、研究結果を有益な結論や提言を含む報告書としてまとめることとする。 
具体的には、（１）各国の裁判例を集積して分析することにより、各国の裁判例の傾向

を考察する、（２）各国の裁判所関係者や実務者等と共同で裁判上の処理の実態を調査し、

裁判上の手続きを利用する上での問題点等について具体的に検証する、（３）調査内容をテ

ーマとしたアジアセミナーを開催し、多くの関係者と理解を共有する場を設ける、ことで

ある。 
 
 



③ 実施項目等 
・ 産業財産権の観点を柱に、研究を実施すること 
・ 活動方針打ち合わせ、中間報告、最終調整（最終報告）を行うため、研究会（ワー

キンググループ）は 3回以上開催すること 
・ 東アジア各国における裁判の実態をより的確に把握するため、諸外国の研究機関、

司法機関への訪問調査を実施すること 
・ 本研究に関する公開セミナーを開催し、研究内容を広く一般へ普及・啓発するとと

もに研究者間のネットワーク構築につとめること 
・ 訪問調査は、限られた予算と研究期間の中で効率的に実施すること 
・ 研究成果は報告書の他、要約文にまとめること 

 
④ 既存の研究成果との関係 
これまで東アジア諸国の産業財産権関連紛争の裁判例が我が国に紹介されることはそ

れほど多くなく、権威者による判例の体系的整理や傾向分析にも欠けている。 
早稲田大学では、これまでの各国裁判所等との共同研究により、中国およびタイについ

て各 300件の判例を英文にて保有し、またこうした紛争事例について体系的に整理しその
傾向を分析することができる各国の学者や裁判所関係者等の専門家リソースを各国に豊富

に有している。 
本研究は収集した判例を分析し実態を調査研究するものであるが、このような研究はほ

とんど存在しない。 
また、研究によって、①東アジアにおける比較法の素材を提供することができ、東アジ

ア地域における知的財産法学の発展に資する、②アジアセミナーを開催することにより研

究者間のネットワーク作りを促す、③東アジアに展開する我が国の企業等に、専門家によ

る実務上のアドバイスを含んだ現地の状況を正確に伝える情報が提供される、④我が国企

業における各国司法的処理制度へのアクセスがより容易になることで、産業財産権適切に

保護される基礎作りとなる、⑤諸外国の司法制度の現況をふまえた知財保護制度を設計す

ることにより、我が国の知的財産の対外的取引の基盤を強化に寄与する、等が期待できる

が、そのような効果を期待した研究もほとんど例がないと言える。 
 
 

 

判例DB構築協定に締結合意し握手する

高林龍教授と元 IP&IT裁判所長官の 

パトラサック氏と IP&IT裁判所関係者 



１－２ 調査概要 
  
（１）調査対象国 
本調査研究では、韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、インドネシアを対象として調査

を実施した。 
 
（２）調査の状況 

異なる学部、他大学研究者、企業実務者等からなるワーキンググループを形成すること

により、産業財産権の観点から多様な知見を得ることができた。ワーキンググループは計

4回（2005年 7月 1日、10月 13日、12月 14日、2006年 2月 1日）開催した。このワー
キンググループでは、それぞれ活動方針打ち合わせ、中間報告、最終調整を行った。 
 

第 1回のワーキンググループにおける討議により、東アジアにおける産業財産権関連紛
争の裁判上の処理に関する実態を調査する上で重要と思われる 10 項目よりなる調査項目
をとりまとめた。各ワーキンググループ委員は、かかる 10項目の内容を調査するために、
東アジア諸国の研究機関、司法機関に所属する有識者に対し、協議をしながらレポートを

依頼するとともに、直接の海外訪問調査を実施し、10項目の内容に対するヒアリング内容
も実施した。これらのレポートやヒアリングで得た知見については報告書に適宜盛り込ん

でいる。 
本研究に関して、アジアセミナーと題する公開セミナーを 2回開催した。第 1回アジア
セミナー（2005年 10月 12日・早稲田大学大隈会館）では、タイの中央知的財産国際貿易
裁判所から 4名の裁判官を招聘した。第 2回アジアセミナー（2006年 2月 17日・弘済会
館）では、中国から 4名の学者（北京大学、人民大学、中山大学、清華大学）および 1名
の判事（上海高等法院）の計 5名を招聘した。これらのすべての招聘者は、研究代表者が
3 年近くにわたる研究交流を背景に招聘したものであり、研究者間のネットワークの構築
と強化につながった。各々のセミナーでは、学外から幅広い関係者が参加し、研究内容を

広く一般へ普及・啓発することができた。 
研究代表者のこれまでの研究者間のネットワークにより、海外訪問調査は限られた予算

と研究期間のなかで、効率的に実施することができた。とりわけ、韓国、インドネシア、

ベトナム、タイでは、各々の最高裁判所に訪問し、最高裁判事らに対するヒアリングの場

と継続的な協議の場をもつことができたことは、今後の研究の展開にとって大きな意義が

あると思われる。 
 
（３）研究成果の要約 

各国の知的財産権関連紛争の解決に裁判が果す役割は、他の国家機関との関連や裁判官

あるいは訴訟代理人の資格などから始まって、様々な点でレベルの違いが顕著であるため、

各別に調査をしたのではその結果が統一性のないものになってしまう危険性がある。そこ

で、私たちは初回の研究会で想定できる共通調査項目を挙げて、全体的な調査の統一性を

図ることにした。 

 



調査項目は以下の 10点である。 
 
① 知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担 
② 司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度 
③ 司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度 
④ 司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合 
⑤ 司法裁判所における知的財産関連訴訟において争われる各知的財産権の割合 
⑥ 司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法 
⑦ 司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその限界 
⑧ 司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法 
⑨ 司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題や立法の予定 
⑩ 司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項 
 
 
それぞれの項目については、各国の協力者にカントリーレポートの執筆を依頼すると共

に、各国を担当する委員が現地に赴いて協力者と共に現地調査を行って報告書を作成した。

また、本プロジェクト資金を使用したタイ及び中国セミナーを開催したほか、他の資金を

活用した韓国セミナーも開催して、3 カ国の学者や裁判官らから本研究テーマに関する詳
細な報告書の提出を得て、多数の参加者の前で生の現場の声を聴く機会も得た。それぞれ

の国の調査の成果を要約することは困難であるので各論を参照して頂きたく、ここでは各

国の特色だけを簡単に触れておく。 
 
【韓 国】 

特許庁審決の取消訴訟を担当する特許法院と侵害訴訟を担当する裁判所が存在する二

元体制が採られている。今回の対象国の中では知的財産保護法制が我が国と近いレベルに

ある国といえる。裁判官の専門性を補うための技術調査官や技術審理官がいることも我が

国の裁判所調査官制度などと類似している。また、特許専門弁護士や弁理士制度もあり、

弁理士は審決取消訴訟で訴訟代理人となるほか侵害訴訟においても弁護士に対する専門性

を補助する役割を担っている。事件としては著作権関係や特許、商標関係が多く、知的財

産紛争処理に民事訴訟の果す役割も高い。我が国の判例と近似する判例も多数存在する一

方では、たとえば審決取消訴訟の審理範囲、侵害訴訟における無効判断の可否などの点で

は日本の判例と必ずしも一致しておらず比較法的に興味のあるところである。また、我が

国が知財高裁を設立したことに伴って、現在審決取消訴訟のみを扱っている特許法院を我

が国の知財高裁のように、侵害訴訟の控訴審も担当する裁判所として位置づけようとする

法改正の動きもある。 
 
【中 国】 

巨大な国中国ではあるが知的財産紛争処理の実態を知るためには特に北京、上海と広州

が重要であるため、私たちもこの 3カ所に着目して調査を進めた。中国では行政上の紛争
処理のルートと司法上のルートの複線構造となっており、行政的手続が多用される傾向が



あったが、次第に民事裁判による紛争解決に関心が高まっている。行政手続についてもそ

の不服は最終的には行政訴訟で争える制度となっている。裁判官については知的財産権を

扱う上での資格に格別のものはないし、また弁護士以外にも当事者の近親者や関連社会団

体や所属組織から推薦された者などが訴訟代理人になれることになっており、知的財産権

紛争を担当するための専門性は要求されていない。しかし、急速に専門裁判官や弁護士が

増加している状況にある。6年間に結審した民事知的財産関係事件が 38、000件余りであ
る。行政訴訟としての権利無効再審案件などは 1、600件ほどあるが、侵害訴訟において権
利の有効性が判断できるという制度は採用されていない。損害賠償においては法定損害賠

償（最高額 50万元）で処理される案件が多いことが特色である。報告書にはアジアセミナ
ーにおいて知的財産紛争処理について 4名の著名な学者と 1名の裁判官が行ったパネルデ
ィスカッションのテープ起しも収録しているので、是非参照して頂きたい。 
 
【台 湾】 

台湾では、中国とは異なり、知的財産関連紛争は行政手続ではなく裁判手続で処理され

ることが多いが、裁判手続とはいえ民事裁判は少なく刑事裁判で処理される例が圧倒的に

多い。これは民事損害賠償を刑事訴訟中で請求できるとの制度が採用されていることも一

因のようである。台湾では従来の日本の司法試験制度と類似の法曹資格試験制度が採用さ

れており、自然科学のバックグランドを持った者が法曹になるのは困難であって、裁判官

などに自然科学のバックグランドを持った者は少ないのが現状である。これらのこともあ

って、現在、知的財産専門裁判所を設立して、より専門性の高い裁判官を養成するととも

に、技術的事項の補助者として技術的審理官を配属する計画がある。事件としては、特許

は少なく著作権と商標が多い。また、損害賠償として故意侵害による三倍賠償の制度のほ

か、商標権侵害においては 1500個以下の侵害の場合に、500個から 1500個の範囲内で侵
害を擬制して賠償を認める特殊な法定損害賠償制度が導入されていることが注目される。

あと、近時の話題としては、昨年末にタミフルに関する特許について強制実施権が設定さ

れたことや、2003年に特許権侵害に対して刑事責任が課されなくなったという奇妙な制度
が導入されたことが挙げられる。 
 
【タ イ】 

タイの知的財産紛争の裁判上の処理の特色は、多数の専門的裁判官・補助裁判官が配属

された IP&IT裁判所の存在であり、最高裁にも知的財産専門部があることなど、国を挙げ
て知的財産保護に積極的に取り組んでいることである。一方では、取り扱う事件の大多数

は刑事事件であり、とりわけ著作権と商標権関係事件が多数を占め、特許事件は極めて少

ないのが現状である。民事事件で損害賠償が認められる例は、当事者の立証の不十分さも

あってか、少ない。また、IP&IT 裁判所や最高裁は知的財産権の有効性を判断する権限を
有しており、権利取消しの効果には対世効があり、取消しを認めた裁判例も多数存在する。

一方で、刑事事件に併せて民事損害賠償が請求できる制度が採用されている。しかし、た

とえば著作権侵害の刑事裁判に併せて民事の損害賠償が請求された場合に、和解により訴

追を免れることができるとされているため、罰則を免れるために高額の損害賠償に応じる

和解が成立する例などが批判されており、現在制度改正が進んでいることにも注目してお



く必要がある。 
 
【インドネシア】 

2002年に知的財産権に関する裁判制度の改革が行われ、各地方に知的財産権に特化した
5 つの裁判所が新設された。しかし、専門裁判所としての活動はこれからという段階であ
り、最高裁への上告制限はないため最高裁は 51名の判事が大量の事件を処理しており、知
的財産関係でも下級審判決の質が悪いこともあって上告審で破棄される例が多い。そのた

め、判例として価値あるものも最高裁判所以外ではほとんど存在しないのが現状である。

民事事件としては商標関係事件がほとんどであるが、損害賠償を認定する規定が存在しな

いなど、損害賠償を得るために裁判を利用するという段階にはない。 
 
【ベトナム】 

社会主義国であるベトナムでは知的財産紛争は行政機関で処理される場合が多い。刑事

事件の処理も捜査機関主導で行われており、司法機関が民事及び刑事の知的財産紛争処理

を担う体制の構築が急がれる状況にある。1998年以降でも知的財産関係民事事件は 62件
程度である。 
 

研究代表者 高林 龍 
 



２－１ 韓国 
 
（１）調査報告書 
 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程 張 睿暎 

 
I．韓国知的財産関連紛争の解決制度の概要 

 
１．著作権と関連する紛争 
著作権審議調停委員会に調停を申請できる1。調停が成立しない場合には、著作権者は一

般法院に損害賠償請求または侵害行為の禁止を求める訴訟を提起できる。 
  
２．特許権等（特許権、実用新案権、商標権、意匠権）に関連する紛争 
１）分類 
① 特許庁長を相手取って登録拒絶または取消決定に対して不服する場合、 
② 特許権者等私人を相手取って特許等の無効、特許権等の存続期間の延長登録の無効、

権利範囲確認、訂正無効などを求める場合 
③ 特許権等を侵害する者を相手取って侵害禁止請求または損害賠償請求をする場合 
２）制度の内容   

(a) 上記①、②の場合：特許庁傘下の特許審判院でその当否または権利範囲に関して判
断して審決し、それに対して不服する当事者（原告）は特許法院の審決の取消を求める審

決取消訴訟を提起できる。この場合特許法院は審決の適法可否に関してだけ判断できるの

であって、直接特許の無効を宣言する判決は宣告できない。 
(b) 上記③の場合：特許権者などは、原則的に被告の普通裁判籍所在地の一般法院に直
接、特許権等の侵害に関する訴訟を提起できる。 

 
３．まとめ 
知的財産に関する紛争で著作権に関連する紛争の全部及び特許権などの侵害に関する

訴訟は一般法院で解決し、特許権等に関する紛争の中で特許登録拒絶決定、特許の無効可

否、権利範囲確認などに関する紛争は特許審判院を経て特許法院が解決する構造である。 
→特許権等に関する紛争解決の２元的構造 
 

 

Ⅱ．法曹人の専門性の程度 
 
１．裁判官 
１）一般法院の裁判官 

                                                 
1 コンピュータプログラム著作権などコンピュータプログラム保護法によって保護される権利に関連する紛
争に関してはコンピュータプログラム審議調停委員会に斡旋または調停を申請できる。 



特別に知的財産関連の専門資格を持つ裁判官が処理しているわけではないが、ソウル中

央地方法院やソウル高等法院の場合、知的財産専門部をおいて、特許法院で一定期間勤務

した経歴があるか、国内外の教育機関で知的財産権関連研究をした人を中心に裁判部を構

成している2。 
２）特許法院の裁判官 
特許法院の裁判官任用の際も一定期間特許関連分野での勤務経歴などを要求してはい

ないが、国内外教育機関で知的財産権を研究した判事を中心に裁判部を構成している3。 
特許法院では、裁判官の専門性を強化するために、国立ソウル大学工科大学の教授など

を招聘して、機械・電子・科学・半導体・生命工学などの分野に関する基礎理論および先

端科学技術分野の最新動向に関する講義を受け、 また、毎年、電子通信研究院（ETRI）な
どを訪問して科学技術の現状を把握し、最新技術に関する情報獲得に力を入れている4。 
３）技術調査官・技術審理官制度 
裁判官の専門性を補強するために、一般法院特にソウル地方法院およびソウル高等法院

の場合は、特許庁で派遣された技術調査官のアドバイスを聞いているし、特許法院の場合

にも特許庁で 15 年以上勤務した者を技術審理官として採用して技術的アドバイスを受け
ている。 

 一方、技術調査官や技術審理官も急激に変化していく技術についていけない恐れがある
し、とくに半導体や生命工学関連技術など、新しく登場した技術領域に対しては技術アド

バイスをできない場合もあり、それに対する補完策として、日本の専門委員制度に類似し

た技術諮問団制度を導入する法案が特許法院を中心に議論されている5。 
   
２．訴訟代理人 
代理人の専門性と関連して一番問題となるのが、技術的要素が紛争の核心である特許ま

たは実用新案関連の審決取消訴訟と侵害訴訟である。特許法院の審決取消訴訟の場合には

弁護士以外に弁理士も単独で訴訟代理できるが、一般法院に侵害訴訟の場合にはほとんど

の法院で弁護士だけが訴訟代理できると解釈・運用している6。 
                                                 
2 専担部に配置された裁判官の場合、裁判長は 2年間勤務することを原則としているが、陪席判事の場合は勤
務期間を決めてはいない。 
3 勤務期間は裁判長、陪席判事ともに 3年以上の勤務を原則とする。 
4 しかし裁判官自体の専門性強化という側面からみると、3年でも足りないという見解が多くあり、これに関
連して、特許法院勤務期間を 5年以上に延長するか、判事任用し最初から 5年または 10年間特許法院に勤務
することを前提に任用する方案も提起されている。 
5 さらに、特許法院に場合、現在のように技術的専門性のない一般判事が技術専門家の技術審理官の助力で裁
判するより、ドイツのように最初から技術的専門性のある人を技術判事に任命すれば、より効率的ではないか
という主張も一部提起されている。しかしこれには、技術判事は法律的専門性が欠けているので、そのような
制度を導入しても、現在の制度より効率的になるとは思われないという反対意見もあって、技術判事制度の導
入には議論がある。 
また、韓国での近年アメリカ式のロースクールが導入される可能性が高いが、その場合理工系出身で弁護士
試験に合格した人の中で特許法院判事を任命すれば、技術的専門性と法的専門性を両方備えた判事が処理する
ことになり、専門性に関する問題は相当部分解決されるという見解もある。 
6 弁理士法第 2条は「弁理士は特許・実用新案・意匠または商標に関して特許庁または法院に対してしなけれ
ばならない事項の代理およびその事項に関する鑑定その他の事務を業とする」と規定し、第 8条は「弁理士は
特許・実用新案・意匠または商標に関する事項に関して訴訟代理人になれる」と規定しているが、弁理士が一
般法院の侵害訴訟でも単独で訴訟代理できるかどうかについては、法曹界と弁理士業界の間で利害関係による
意見対立がある。 



ただし、特許法院または一般法院の訴訟で弁護士が法廷で単独で出席する場合には、ほ

とんどの場合に弁理士が法廷外で弁護士に技術的アドバイスをするなど、事実上、共同代

理の形態で運営されていると思われる。現実的に弁護士は法廷で技術に関する説明ができ

ない場合があり、弁理士は民事訴訟法に関する知識不足で書証認否や証人訊問などで未熟

さをみせている。 
特許および実用新案関連侵害訴訟も技術的問題と法的問題が混在していると特徴を持

っているので、技術と法の両方に詳しいものが代理人になることが一番望ましいと言える

だろう。両方を備えた弁護士または弁理士が稀である現状を考慮すると、弁護士と弁理士

の共同代理形式を採るのが一番望ましいと思われる。 
 
 
Ⅲ．争われる知的財産各権利の割合 

 
１．裁判所における知的財産関連訴訟において争われる各知的財産の割合 
１）特許法院の処理している審決取消訴訟

 2003年 

全体受付件数 1220件 

2004年 

全体受付件数 1340件 

2005.1.1.から 2005.8.31.まで 

全体受付件数 1221件 

特許事件 330件（27.0%）  07件（30.4%）  443件（36.3%）  

実用新案事件 227件（18.6%）  264件（19.7%）  259件（21.2%）  

デザイン事件 151件（12.4%）  169件（12.6%）  110件（9.0%）  

商標事件 512件（42.0%）  500件（37.3%）  409件（33.5%）  

：特許法院の処理する事件のなかで特許・実用新案など技術系事件の比率がだんだん増加

していることがわかる。これは特許庁での審査および審判期間の短縮努力と関係するとみ

られる。 
２）一般法院で扱われる侵害訴訟 
各知的財産権の比率に関する統計資料はなかった。 
 
２．裁判所における知的財産権に関連する民事・刑事・行政訴訟の割合 
１）特許法院で処理している審決取消訴訟（行政訴訟） 

(a) 特許審判院の審判件数とそれに不服して特許法院に提訴する比率7

 2003年 2004年 2005.1.1.から 2005.7.31.まで 

特許審判院の審判件数 7,858件  9,734件  6,761件    

提訴件数 749件  878件  662件    

提訴率 9.5％  9.0％  9.2％    

(b) 特許法院への一月平均の受付件数は、2003年には 62件、2004年には 73件、2005
年には 92件で、その中で、特許・実用新案事件だけに限定してみると、2003年には月平
均 24件、2004年には 36件、2005年には 50件で、全体的に提訴件数が増加しており、そ

                                                 
7 2005年 9月 30日付の特許法院に対する国政監査資料中の統計資料 
 



の中でも特許と実用新案のような技術系事件が急増している。 
このように特許法院の受付件数が増加している理由として、第一に、特許出願件数が増

加するにつれ、特許訴訟の対象になる審判請求件数および審決件数が増加している。第二

に、特許庁で審査および審判手続きの迅速化に対する産業界の要請を受け入れ、2004年 6
月から審査官および特許審判院の審判官、研究官を増員するなど審査および審判部を強化

し、月処理目標を上向調整したことによる現象だと思われる8。 
２）一般法院で処理している侵害訴訟（民事訴訟） 
知的財産権に関する訴訟であることを表す「損害賠償（知）」事件は、2004年第 1審の
場合、1年間全国で 134件が受付けられ（その中でソウル中央地方法院に受付けられた事
件は 79件）、第 2審（控訴審）の場合には 24件（その中でソウル高等法院が 19件）受付
けられ、大法院には 2件が受付けられた9。 
上記統計資料から鑑みると、2004年を基準にすると、特許審判院の審判件数：特許法院
の提訴件数：特許侵害訴訟件数の比率は概ね 100％：9.0％：1.3%である。 
３）検察起訴（刑事訴訟） 

(a) 検察の知的財産侵害事犯10の受付および起訴状況11

－ 2002年（全体受付件数 41,742件） 
特許法違反は 500件（1.2％）、実用新案法違反が 701件（1.7％）、デザイン（意匠）法違
反が 580件（1.4％）、商標法違反が 8,342件（20％）、不正競争法違反が 1,338件（3.2％）、
著作権違反が 9,973 件（23.9%）、音盤（レコード）法違反が 17,528 件（42％）、コンピュ
ータプログラム保護法違反が 2,780件（6.7％）であって、その中で、」検察が起訴した 24,068
件のなかで、特特許法違反は 21件（0.1％）、実用新案法違反が 67件（0.3％）、デザイン（意
匠）法違反が49件（0.2％）、商標法違反が7,317件（30.4％）、不正競争法違反が487件（2.0％）、
著作権違反が 921件（3.8%）、音盤（レコード）法違反が 14,629件（60.8％）、コンピュー
タプログラム保護法違反が 577件（2.4％）であった。 
－ 2003年（全体受付件数 39,180件） 
特許法違反は 567件（1.4％）、実用新案法違反が 587件（1.5％）、デザイン（意匠）法違
反が 554件（1.4％）、商標法違反が 7,167件（18.3％）、不正競争法違反が 1,058件（2.7％）、
著作権違反が 10,713件（27.3%）、音盤（レコード）法違反が 15,950件（40.7％）、コンピ
ュータプログラム保護法違反が 2,584件（6.6％）であって、その中で、検察が起訴した 22,193
件のなかで、特許法違反は 42件（0.2％）、実用新案法違反が 44件（0.2％）、デザイン（意
匠）法違反が51件（0.2％）、商標法違反が5,929件（26.7％）、不正競争法違反が263件（1.1％）、
著作権違反が 1,042件（4.7%）、音盤（レコード）法違反が 13,177件（59.4％）、コンピュ
ータプログラム保護法違反が 1,645件（7.4％）であった。 

                                                 
8 特許庁の 2005年主要業務計画によると、2004年の場合、2003年と比べて、特許審査期間は 1ヶ月、特許審
判期間は 2ヶ月に短縮され、2006年末まで特許審査処理期間は 10ヶ月、特許審判期間は 6ヶ月に短縮するこ
とを目標に、総計 248人の人力を増員することを決定した。
（http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/about_kipo/plan.jsp?catmenu=m05_07_01） 
9 2005年度司法年鑑 
10 不正競争防止法および営業秘密保護に関する法律違反、音盤・ビデオ及びゲーム物に関する法律違反、コ
ンピュータプログラム保護法違反を含む 
11 2005年度検察年鑑統計資料 



－ 2004年（全体受付件数 54,795件） 
特許法違反は 683件（1.2％）、実用新案法違反が 610件（1.1％）、デザイン（意匠）法違
反が 549件（1.0％）、商標法違反が 8,843件（16.1％）、不正競争法違反が 1,416件（2.6％）、
著作権違反が 12,804件（23.4%）、音盤（レコード）法違反が 24,365件（44.5％）、コンピ
ュータプログラム保護法違反が 5,525 件（10.1％）であって、その中で、検察が起訴した
30,911件のなかで、特特許法違反は 23件（0.1％）、実用新案法違反が 47件（0.2％）、デザ
イン（意匠）法違反が 62件（0.2％）、商標法違反が 6,679件（21.6％）、不正競争法違反が
336件（1.0％）、著作権違反が 1,415件（4.6%）、音盤（レコード）法違反が 19,496件（63.1％）、
コンピュータプログラム保護法違反が 2,853件（9.2％）であった。 

(b) 検察が起訴した全体知的財産侵害事犯の中で、旧略式事件、不拘束旧公判事件、拘
束旧公判事件が占める各比率 
－ 2002年 
旧略式事件が 22,405件（93.1％）、不拘束旧公判事件が 645件（2.7%）、拘束旧公判事件

1,018件（4.2%） 
－ 2003年 
旧略式事件が 20,813件（93.8％）、不拘束旧公判事件が 644件（2.9%）、拘束旧公判事件

736件（3.3%） 
－ 2004年 
旧略式事件が 29,375件（95.0％）、不拘束旧公判事件が 738件（2.4%）、拘束旧公判事件

793件（2.6%） 
(c) 刑事事件に対する法院の判決に関する統計資料は発見できなかった。 
４）まとめ

以上の統計によると、知的財産権関連刑事事件のなかで、依然として音盤・ビデオおよ

びゲーム物に関する法律違反と商標法違反が占める割合が高いことが分かる。しかし特許

法違反や実用新案法違反などいわば「技術系事件」の比重は受付件数や起訴件数、そして

起訴率ともに低く出ている。 
一方、出版物、ソフトウェア及びレコードなど著作物の不法複製に対する集中取締によ

り、最近著作権法違反、コンピュータプログラム保護法違反及び音盤・ビデオおよびゲー

ム物に関する法律違反事件は、全体的に増加する傾向にあり、全体知的財産侵害事犯で示

す割合も 2/3以上を維持している。 
また検察が起訴した事件のほとんどは旧略式事件で、軽微事件が知的財産侵害事犯の多

数を占めることがわかる。 
 
 
Ⅳ．韓国知的財産判例の傾向 

 
１．特許侵害による「損害額の推定」規定と裁判所の損害賠償額の認定手法 
 韓国特許法は特許権侵害においては侵害行為と因果関係のある損害額の立証が困難な
場合が多いことを考慮して、損害額の立証を容易にするため特許権侵害に関する損害額の



推定およびみなし規定を設けている（特許法第 128条12） 
この規定が新設（2001年 2月 3日）される前に、韓国大法院はこのような損害賠償額算
定基準を既に認定している。 

 
大法院 1997年 9月 12日宣告 96ダ 43119判決 

判決はまた、現行特許法第 128条第 2項に関するものであるが、特許法の特則は損害の発生までも推定

するという趣旨ではないので、権利者がこの規定の適用を受けるためには、損害発生の懸念ないし蓋然性

の存在を主張・立証するべきである。 

 

ソウル地方法院 2003年 12月 19日宣告 2002カ合 51833号判決 

「侵害者の侵害行為がなかったら特許権者が販売できた物件」とは、問題の特許発明を実施して製造し

た製品に限定するか、もしくはその物件に密接に関連したサービスの提供も含むかが問題になるが、ケー

ブルスリーブの熱収縮管に関する特許侵害事件で、は、「スリーブ販売による利益額はスリーブ供給価額の

10％および現場教育や技術指導などで得られるその他の利益額（スリーブ供給価額のおよそ 10％）を合算

した金額」という趣旨の当事者の主張に対して、特許権者の現場教育や技術指導は侵害行為中にも継続し

ていたことを理由にスリーブ供給価額に対する損害賠償だけを認めた。 

 

ソウル地方法院南部支院 2003年 2月 13日宣告 96カ合 6616号判決13

ソウル地方法院南部支院 2003年 2月 7日宣告 2001カ合 8692号、2001カ合 11162号判決14

単位数量当りの利益額に関しては侵害行為がなかったら特許権者が販売できた製品の売上額でその販売

のため増加すると認められる費用を引いた限界利益とみるのか、それでも総利益（gross profit）や純利益（net 

profit）とみるのかが問題になるが、 限界利益または増分利益（incremental profit）を基準に判断した。 

 

                                                 
12 韓国特許法第 128条「損害額の推定」 
① 特許権者または専用実施権者は故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対
して、その侵害により自分が被った損害の賠償を請求する場合、当該権利を侵害したものがその侵害行為をす
るようにした物件を譲渡した場合には、その物件の譲渡数量に特許権者または専用実施権者が当該侵害行為が
なければ販売できた物件の単位数量当利益額を乗じた金額を特許権者または専用実施権者が被った損害額と
することができる。この場合損害額は特許権者または専用実施権者が生産できた物件の数量で実際販売した物
件の数量を引いた数量に利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者または専用実施権者が侵害行為
以外の事由で販売できなかった事情がある場合には、当該侵害行為外の事由で販売できなかった数量による金
額をひかなければならない。 
② 特許権者または専用実施権者が故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対
して、その侵害によって自己が被った損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為により利
益を得た場合には、その利益の額を特許権者または専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 
③ 特許権者または専用実施権者が故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対
して、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して通常受けられる
金額に相当する額を特許権者または専用実施権者が受けた損害の額として損害賠償を請求できる。 
④ 第 3項の規定にもかかわらず、損害の額が同項の規定する金額を超過する場合にはその超過額に対しても
損害賠償を請求できる。この場合特許権または専用実施権を侵害した者に故意または重大な過失がない場合に
は、法院は損害賠償の額を決める際これを参酌できる。 
⑤ 法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において損害が発生したことは認められるが、その損
害額を立証するために必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合には、第 1項ないし第
4項の規定にもかかわらず弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を認定できる。 
13 ソウル高等法院 2003ナ 2122号で控訴中 
14 ソウル高等法院 2003ナ 20147号で控訴中 



 

ソウル地方法 2004年 2月 13日宣告 2002カ合 30683号判決15

特許法第 128条 2項でいう「利益」に関しては、純利益説（net profit）と総利益説（gross profit）、限界利

益説などが対立していて、同項に基づいて損害賠償を請求した事案で、侵害者の総売上額の中で、侵害し

た特許を利用した飼料やその関連製品の売上額が占める比率による売上総利益で同じ比率による販売及び

一般管理費（ただ、その特許を利用した売上げと関係なく固定的に支出される役員給与と減価償却費は除

外）を共済する方式を採用して限界利益説を採用した。 

 
２．知的財産権の有効性判断の可否とその効果 
特許法院で扱われる権利範囲確認事件で特許発明が新規性がないことが明らかになる

と、その特許発明は権利範囲を認められないので、確認対象発明16は、具体的な技術対比

をするまでもなく、その権利範囲に属しないというのが判例の一貫する立場である。この

場合、法院がその特許発明は新規性がないと判断し、その権利範囲を否定しても、その特

許発明が直ちに無効になるのではない。 
一方、権利範囲確認審判で特許発明が進歩性がないという理由で登録無効審決の確定な

しに、その権利範囲を否定できるかについては、大法院が 1998年 10月 27日宣告 97フ 2095
判決で、否定できないという立場を採用して以来、大法院や特許法院の判決も一貫して同

じ立場である。 
 
大法院 2002年 6月 14日宣告 2000フ 235判決 

「特許発明の特許請求の記載や発明の詳細な説明、その他図面の説明によっても、特許出願当時発明の

公正要件の一部が抽象的か不明で、その発明自体の技術的範囲を特定できない場合には、特許権者はその

特許発明の権利範囲を主張できないのであって、特許発明の技術的範囲を特定できるかの可否は当事者の

主張がなくても法院が職権で調査し判断するべきである。 

 

大法院 2001年 12月 27日宣告 99フ 1973判決 

実施不可能な考案に関して、特許発明の新規性がない場合に以外にも、明細書の記載不備などで特許発

明自体に技術的範囲を特定できないか、特許発明が実施不可能な場合には、権利範囲確認審判で確認対象

発明との技術対比に入る前に特許発明の技術的範囲を否定できないという態度を採っている。 

 

大法院 2004年 10月 28日宣告 2000ダ 69194判決 

従来の大法院の判決17を変え、日本のキルビー判決と同じように、「特許の無効審決が確定する前だとし

                                                 

17 特許侵害事件を取り扱う法院が特許の有効性に関して判断できるかに関して、従来大法院は「特許法は特
許が一定の自由に該当する場合には別途設けた特許の無効審判手続を経て無効にできると規定しているので、
特許はいったん登録された以上、このような審判により特許を無効とするという審決が確定しない限り有効で
あって、法院は上記のような特許を無効とできる自由があるとしても、他の訴訟手続でその前提として特許が
当然無効だと判断できない。登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用のものである場合には
特許無効の審決有無に関係なくその権利範囲を認められないとするべきであるが、これは登録された特許発明
の一部または全部が出願当時公知公用の技術に照らして新しいものでないという、いわば新規性がない場合に
そうであって、新規性はあるがその分野での通常の知識を有するものが、先行技術により容易に発明できるも

15 ソウル高等法院 2004ナ 21650号で控訴中 
16 従来「カ」号発明と呼んでいたのを変更した。 



ても、特許権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があるのが明白であるかに対して判断でき、審理

の結果当該特許に無効事由があるのが明らかな場合には、その特許権に基づいた差止めと損害賠償等の請

求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許されない」と説示しながら、特許発明の進歩性がない

場合にも、侵害訴訟法院が登録された発明などの権利範囲を否定できるという趣旨で判断した（これに関

しては大法院が従前の判例を変更したにもかかわらず、これを全員合議体で判決せずに、小部で処理した

のは問題があるとの批判がある）。 

 
しかし、上記のように侵害訴訟法院が特許発明に新規性または進歩性がないと判断する

と

特許発明の進歩性当否まで判断できるという大法院の態度と関連

し

商標の類似性が争われる場合の判断手法 

大法院 2002年 11月 26日宣告 2001フ 3415判決 

しても、これはその特許自体の登録を無効とする効果や第三者的効力は無いと見るのが

一般的な見解である。 
また、侵害訴訟法院が

ては、審決取消訴訟と特許侵害訴訟が別個の法院で扱われている状況で、両法院で異な

る判断をする場合、混乱を招く恐れがあるという懸念が提起されている。 
     
３．

 

「商標の類似当否は商標の外観・称呼・観念を一般需要者や取引者の立場から全体的・客観的、離隔的

に観察して、商品の出所に関して誤認・混同する恐れがあるかについて判断するべきであるから、外観・

称呼・観念のなかで一つが類似するとしても、全体としての商標が、一般需要者や取引者が商標に対して

感じる直感的認識を基準にして明確に出所の誤認・混同を避けられる場合には、類似しているといえない

が、逆に、お互い異なる部分があってもその名称や観念が類似して一般所有者や取引者が誤認・混同しや

すい場合には類似商標とするべきである」と判示して、商標の類似当否は商標の構成要素全体的に感じら

れる一般需要者の心理を基準にする（全体観察）を原則としている。 

 

大法院 1994年 5月 24日宣告 94フ 265判決 

しかし大法院は「商標を全体的に観察する場合にもその中で一定の部分が特に需要者の注意を引き、そ

の

示している。 

部分の存在でその商標の識別機能が認められる場合が多いし、その場合には全体観察と並行して商標を

機能的に観察してその中心的識別力を持つ部分、すなわち要部を抽出して 2 つの商標を対比することで類

似を判断することが適切な全体観察の結論を誘導するための手段として必要である」と判断し、商標の類

似性判断において要部観察の必要性を認めながらも、要部観察は全体観察を補完する関係にあることを明

 
よって、判例は全体観察と要部観察はお互い矛盾する概念でなく、要部観察は全体観察

の手段であり結果であるという態度を採っている。要部観察において重要なのは、商標の

要部を把握することであるが、実務的にはこれは商標の構成部分中、慣用的単語（会社名

                                                                                                                                                         
のであるという、いわば進歩性がないものまで法院が他の訴訟で当然に権利範囲を否定できるとはいえない」
と判断し、特許発明の新規性のない場合に限って侵害訴訟を扱う法院は特許の権利範囲を認定できないという
態度を採ってきた（大法院 1992年 6月 2日 91マ 540決定参照）。 



に  
g など）、修飾語（「Triple Crown」の「Triple」）、付加的文字（「Plus、Super」
など）のように、識別力が無いか弱い部分を除外していく方法でなされている。 

一般的に付加される「株式会社、Corporation」など）、指定商品の性質を現す単語（「new、
reat、power」

 
大法院 2000年 10月 27日宣告 2000フ 815判決 

さらに、結合商標の類似当否判断に関連して、大法院は「文字と文字、または文字と図形の各構成部分が

結合された結合商標は、必ずその公正部分全体によって呼称・観念されるのではなく、各構成部分が分離

観察されると取引上自然ではないと思われるくらい不可分的に結合されているものでない限り、 その構成

部分の中の一部だけで簡略に呼称・観念されることもあるし、また一つの商標で 2 つ以上の呼称や観念を

考えられる場合、その一つ呼称・観念が他人の商標と同一または類似すると認められる場合には 2 つの商

全体観察に対する修正として各構成部分を分離して商標

の

標は類似である」と判断して）、結合商標の場合、

類似当否を判断できることを明らかにしている。 

 
問題はどんな場合に分離観察をできるかであるが、一般的に上記大法院判例で説示した

可分的に結合されているのでない限り」、分離が可能であるとみて分離観察して、ただし、

連不可分的に構成された造語（大法院 2001 年 11 月 13 日宣告 2001 フ 1198 判決の
NUTRACEUTICAL」など）、結合の結果、

ように、商標の「各構成部分に分離観察されると取引上自然ではないと思われるくらいに

不

一

「 独自的意味を持つ単語または結合の結果新し

い観念を生み出す場合（大法院 1999年 11月 23日宣告 99フ 2044判決の「DEEP-SEA」な
ど）、分離が可能であるとしても、各々の分離された部分がすべて指定商品との関係で識別

力が無い場合（大法院 2001年 4月 27日宣告 2000フ 2453判決の「AceLink」など）等にお
いては、分離観察が適当ではないので、原則に戻って分離されてない商標全体を基準に類

似判断をしている。しかしこのような実務によって商標の類似性判断の原則といえる全体

観察の原則が毀損されているのではないかとの疑問が提起されている。 
 
以上でみたように、 韓国における産業財産権関連紛争の裁判上の処理に関する実態は、
日本と類似しているようで、細部では相違な部分があるので注意を必要とする。 

 
以上 



（２）カントリーレポート 
 

国立ソウル大学法学研究科教授 丁 相朝 
翻訳：張 睿暎 

 
１．知的財産関連紛争処理に関する裁判所と行政機関の間の役割分担 
 
まず、説明の便宜上、知的財産権を著作権（コンピュータプログラム著作権）、特許権、

実用新案権、商標権、意匠権に分類する。 
その中で、著作権と関連する紛争に関しては、著作権審議調停委員会に調停を申請でき

る（コンピュータプログラム著作権などコンピュータプログラム保護法によって保護され

る権利に関連する紛争に関してはコンピュータプログラム審議調停委員会に斡旋または調

停を申請できる）。もし調停が成立しない場合、著作権者は一般法院（下記の特許法院に

対比してこう呼ぶことにする）に損害賠償請求または侵害行為の禁止を求める訴訟を提起

できる。 
著作権以外の特許権、実用新案権、商標権、意匠権（以下「特許権等」とする）に関連

する紛争は①特許庁長を相手取って登録拒絶または取消決定に対して不服する場合、②特

許権者等私人を相手取って特許等の無効、特許権等の存続期間の延長登録の無効、権利範

囲確認、訂正無効などを求める場合および、③特許権等を侵害する者を相手取って侵害禁

止請求または損害賠償請求をする場合に分けることができる。 
上記①、②の場合には、特許庁傘下の特許審判院でその当否または権利範囲に関して判

断して審決し、それに対して不服する当事者（原告）は特許法院の審決の取消を求める訴

訟（これを「審決取消訴訟」という）を提起できる。特許法院は特許審判院の審決の適法

性に関して審理し、審決が適法だと判断される場合には原告の請求を棄却する判決を宣告

し、審決が不適法だと判断される場合には審決を取消す判決を宣告する。この場合特許法

院は審決の適法可否に関してだけ判断できるのであって、直接特許の無効を宣言する判決

は宣告できない。 
上記③の場合、特許権者などは、原則的に被告の普通裁判籍所在地の（一般）法院に直

接訴訟（これを「特許権等の侵害に関する訴訟」という）を提起できる。 
結局、知的財産に関する紛争で著作権に関連する紛争の全部及び特許権などの侵害に関

する訴訟は一般法院で解決し、特許権等に関する紛争の中で特許登録拒絶決定、特許の無

効可否、権利範囲確認などに関する紛争は特許審判院を経て特許法院が解決する構造にな

っていて、特許権等に関する紛争の解決機構は２元的体制を採っているといえる。 
    
 
２．裁判所における知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度 

 
上記でみたように、著作権に関する紛争および特許権の侵害に関する訴訟は一般法院の

判事が処理していて、特別に専門資格を持つ人が処理しているわけではない。 
ただし、ソウル中央地方法院やソウル高等法院の場合、知的財産専門部をおいて、特許



法院で一定期間勤務した経歴があるか、国内外の教育機関で知的財産権関連研究をした人

を中心に裁判部を構成している。このように専担部に配置された裁判官の場合、裁判長は

2年間勤務することを原則としているが、陪席判事の場合は勤務期間を決めてはいない。 
一方、特許権等に関する審決取消訴訟を扱っている特許法院においては、任用の際に一

定期間特許関連分野での勤務経歴などを要求されてはおらず、ただ、国内外教育機関で知

的財産権を研究した判事を中心に構成している。勤務期間は裁判長、陪席判事ともに 3年
以上の勤務を原則としている。 
これに関連して、特許法院では、裁判官の専門性を強化するために、国立ソウル大学工

科大学の教授などを招聘して、機械・電子・科学・半導体・生命工学などの分野に関する

基礎理論および先端科学技術分野の最新動向に関する講義を受け、 また、毎年、電子通信
研究院（ETRI）などを訪問して科学技術の現状を把握し、最新技術に関する情報獲得に力
を入れている。 
しかし裁判官自体の専門性強化という側面からみると、3 年でも足りないという見解が
多くあり、これに関連して、特許法院勤務期間を 5年以上に延長するか、判事任用し最初
から 5年または 10年間特許法院に勤務することを前提に任用する方案も提起されている。 
このように一般法院で知的財産権関連訴訟を扱う判事でも、特許法院の判事でも技術的

専門性を備えているのではないので、これを補強するために、一般法院特にソウル地方法

院およびソウル高等法院の場合は、特許庁で派遣された技術調査官のアドバイスを聞いて

いるし、特許法院の場合にも特許庁で 15年以上勤務した者を技術審理官として採用して技
術的アドバイスを受けている。 

  一方、技術調査官や技術審理官も急激に変化していく技術についていけない恐れがある
し、とくに半導体や生命工学関連技術など、新しく登場した技術領域に対しては技術アド

バイスをできない場合もあり、それに対する補完策として、日本の専門委員制度に類似し

た技術諮問団制度を導入する法案が特許法院を中心に議論されている。 
さらに、特許法院に場合、現在のように技術的専門性のない一般判事が技術専門家の技

術審理官の助力で裁判するより、ドイツのように最初から技術的専門性のある人を技術判

事に任命すれば、より効率的ではないかという主張も一部提起されている。しかしこれに

は、技術判事は法律的専門性が欠けているので、そのような制度を導入しても、現在の制

度より効率的になるとは思われないという反対意見もあって、技術判事制度の導入には議

論がある。 
また、韓国での近年アメリカ式のロースクールが導入される可能性が高いが、その場合

理工系出身で弁護士試験に合格した人の中で特許法院判事を任命すれば、技術的専門性と

法的専門性を両方備えた判事が処理することになり、専門性に関する問題は相当部分解決

されるという見解もある。 
 
 
３．裁判所における知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度 

     
まず一般法院で扱われる著作権関連侵害訴訟の代理人は他の民事訴訟と同じく弁護士

であることが求められていて、技術的要素が少ないので、代理人の専門性は大きく問題と



はならない。  
特許権等に関連する訴訟の場合にもデザイン（意匠）または商標に関する訴訟の場合に

は、それが特許法院で扱われる審決取消訴訟でも、一般法院で扱われる侵害訴訟でも、技

術的要素が大きくないので代理人の専門性は特に問題となっていないと思われる。 
ただ、特許法院の審決取消訴訟の場合には、弁護士以外に弁理士も単独で訴訟代理でき

るが、一般法院における侵害訴訟の場合には、ほとんどの法院で弁護士だけが訴訟代理で

きると解釈・運用していることにその違いがある。 
代理人の専門性と関連して一番問題となるのが、技術的要素が紛争の核心である特許ま

たは実用新案関連の審決取消訴訟と侵害訴訟である。代理人になれる者は、デザイン（意

匠）または商標関連事件の場合と同じく、特許法院の審決取消訴訟の場合には弁護士以外

に弁理士も単独で訴訟代理できるが、一般法院に侵害訴訟の場合にはほとんどの法院で弁

護士だけが訴訟代理できると解釈・運用している。 
ただし、特許法院または一般法院の訴訟で弁護士が法廷で単独で出席する場合には、ほ

とんどの場合に弁理士が法廷外で弁護士に技術的アドバイスをするなど、事実上、共同代

理の形態で運営されていると思われる。 
事実上共同代理の形態で訴訟代理がなされているとしても、弁護士または弁理士が単独

で法廷に出席するのは、法的または技術的専門性確保に問題がある。すなわち、現実的に

弁護士は法廷で技術に関する説明ができない場合があり、弁理士は民事訴訟法に関する知

識不足で書証認否や証人訊問などで未熟さをみせている。 
このような問題を解決するためには、科学技術知識と法律知識の両方が求められる特許

や実用新案関連訴訟の特徴に照らして、両方をすべて備えた人だけが訴訟代理できるよう

にするか（そのためには特許訴訟をしようとする弁護士に自然科学や工学に関する基礎教

育を受けることを義務化し、弁理士にも一定時間民事訴訟法をはじめとする法学基礎に関

する教育を受けるように義務付けることによって、訴訟代理人の専門性を向上させる必要

がある）、もしそれができなければ、特許法院および一般法院の特許・実用新案関連訴訟

の場合には弁護士と弁理士の共同代理を強制する必要があると思われる。 
これに関連して、弁理士法第 2条は「弁理士は特許・実用新案・意匠または商標に関し
て特許庁または法院に対してしなければならない事項の代理およびその事項に関する鑑定

その他の事務を業とする」と規定し、第 8条は「弁理士は特許・実用新案・意匠または商
標に関する事項に関して訴訟代理人になれる」と規定しているが、弁理士が一般法院の侵

害訴訟でも単独で訴訟代理できるかどうかについては、法曹界と弁理士業界の間で利害関

係による意見対立がある（前述したようにほとんどの法院では侵害訴訟での弁理士の訴訟

代理を認めていない）。 
しかし、特許および実用新案関連侵害訴訟も技術的問題と法的問題が混在していると特

徴を持っているので、技術と法の両方に詳しいものが代理人になることが一番望ましいと

言えるだろう。両方を備えた弁護士または弁理士が稀である現状を考慮すると、弁護士と

弁理士の共同代理形式を採るのが一番望ましいと思われる。 
  

 
 



４．裁判所における知的財産権に関連する民事・刑事・行政訴訟の割合 
 
まず、特許法院で処理している審決取消訴訟に関して、2005年 9月 30日付の特許法院
に対する国政監査資料に出ている統計資料を基に、特許審判院の審判件数とそれに不服し

て特許法院に提訴する比率に関してみると、2003 年の場合には、特許審判院の審判件数
7858件の中 749件が提訴され 9.5％の提訴率を、2004年の場合には、9734件の中 878件が
提訴され 9.0％の提訴率を、2005年 1月 1日から 7月 31日までは 6761件の中 662件が提
訴され 9.2％の提訴率をみせている。 
一方、特許法院に一月平均の受付件数を基に上記資料を見ると、2003年には 62件、2004
年には 73件、2005年には 92件で、その中で、技術系事件である特許・実用新案事件だけ
に限定してみると、2003年には月平均 24件、2004年には 36件、2005年には 50件で、全
体的に提訴件数が増加しており、その中でも特許と実用新案のような技術系事件が急増し

ていることがわかる。 
このように特許法院の受付件数が増加している理由として、第一に、特許出願件数が増

加するにつれ、特許訴訟の対象になる審判請求件数および審決件数が増加している。第二

に、特許庁で審査および審判手続きの迅速化に対する産業界の要請を受け入れ、2004年 6
月から審査官および特許審判院の審判官、研究官を増員するなど審査および審判部を強化

し、月処理目標を上向調整したことによる現象だと思われる。（特許庁の 2005年主要業務
計画によると、2004年の場合、2003年と比べて、特許審査期間は 1ヶ月、特許審判期間は
2ヶ月に短縮され、2006年末まで特許審査処理期間は 10ヶ月、特許審判期間は 6ヶ月に短
縮することを目標に、総計 248人の人力を増員することを決定した 
（http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/about_kipo/plan.jsp?catmenu=m05_07_01 参照）。 
次に一般法院で処理している侵害訴訟に関してみると、2005年司法年鑑によると、知的
財産権に関する訴訟であることを表す「損害賠償（知）」事件は、2004年第 1審の場合、
1年間全国で 134件が受付けられ（その中でソウル中央地方法院に受付けられた事件は 79
件）、第 2審（控訴審）の場合には 24件（その中でソウル高等法院が 19件）受付けられ、
大法院には 2件が受付けられた。 
上記統計資料から鑑みると（もちろん単純比較が可能であるかは疑問があるが）、2004
年を基準にすると、特許審判院の審判件数：特許法院の提訴件数：特許侵害訴訟件数の比

率は概ね 100％：9.0％：1.3%であることが分かる。 
最後に検察年鑑に現れている統計資料を基に検察の知的財産侵害事犯（不正競争防止法

および営業秘密保護に関する法律違反、音盤・ビデオ及びゲーム物に関する法律違反、コ

ンピュータプログラム保護法違反を含む）の受付および起訴状況をみてみると、2002年の
場合には全体受付件数 41742件の中で特許法違反は 500件（1.2％）、実用新案法違反が 701
件（1.7％）、デザイン（意匠）法違反が 580件（1.4％）、商標法違反が 8342件（20％）、
不正競争法違反が 1338件（3.2％）、著作権違反が 9973件（23.9%）、音盤（レコード）
法違反が 17528件（42％）、コンピュータプログラム保護法違反が 2780件（6.7％）であ
って、その中で、検察が起訴した 24068件のなかで、特許法違反は 21件（0.1％）、実用
新案法違反が 67 件（0.3％）、デザイン（意匠）法違反が 49 件（0.2％）、商標法違反が
7317件（30.4％）、不正競争法違反が 487件（2.0％）、著作権違反が 921件（3.8%）、音



盤（レコード）法違反が 14629 件（60.8％）、コンピュータプログラム保護法違反が 577
件（2.4％）であった。 

2003年の場合には全体受付件数 39180件の中で特許法違反は 567件（1.4％）、実用新案
法違反が 587件（1.5％）、デザイン（意匠）法違反が 554件（1.4％）、商標法違反が 7167
件（18.3％）、不正競争法違反が 1058件（2.7％）、著作権違反が 10713件（27.3%）、音
盤（レコード）法違反が 15950件（40.7％）、コンピュータプログラム保護法違反が 2584
件（6.6％）であって、その中で、検察が起訴した 22193件のなかで、特許法違反は 42件
（0.2％）、実用新案法違反が 44件（0.2％）、デザイン（意匠）法違反が 51件（0.2％）、
商標法違反が 5929件（26.7％）、不正競争法違反が 263件（1.1％）、著作権違反が 1042
件（4.7%）、音盤（レコード）法違反が 13177件（59.4％）、コンピュータプログラム保
護法違反が 1645件（7.4％）であった。 

2004年の場合には全体受付件数 54795件の中で特許法違反は 683件（1.2％）、実用新案
法違反が 610件（1.1％）、デザイン（意匠）法違反が 549件（1.0％）、商標法違反が 8843
件（16.1％）、不正競争法違反が 1416件（2.6％）、著作権違反が 12804件（23.4%）、音
盤（レコード）法違反が 24365件（44.5％）、コンピュータプログラム保護法違反が 5525
件（10.1％）であって、その中で、検察が起訴した 30911件のなかで、特許法違反は 23件
（0.1％）、実用新案法違反が 47件（0.2％）、デザイン（意匠）法違反が 62件（0.2％）、
商標法違反が 6679件（21.6％）、不正競争法違反が 336件（1.0％）、著作権違反が 1415
件（4.6%）、音盤（レコード）法違反が 19496件（63.1％）、コンピュータプログラム保
護法違反が 2853件（9.2％）であった。 
また、検察が起訴した全体知的財産侵害事犯の中で、旧略式事件、不拘束旧公判事件、

拘束旧公判事件が占める各比率を見てみると、2002 年の場合、旧略式事件が 22405 件
（93.1％）、不拘束旧公判事件が 645件(2.7%)、拘束旧公判事件 1,018件（4.2%）であって、
2003年の場合、旧略式事件が 20813件（93.8％）、不拘束旧公判事件が 644件（2.9%）、
拘束旧公判事件 736件（3.3%）であって、2004年の場合、旧略式事件が 29375件（95.0％）、
不拘束旧公判事件が 738件（2.4%）、拘束旧公判事件 793件（2.6%）であった。 
一方、刑事事件に対する法院の判決に関する統計資料は発見できなかった。 
以上の統計によると、知的財産権関連刑事事件のなかで、依然として音盤・ビデオおよ

びゲーム物に関する法律違反と商標法違反が占める割合が高いことが分かる。しかし特許

法違反や実用新案法違反などいわば「技術系事件」の比重は受付件数や起訴件数、そして

起訴率ともに低く出ている。一方、出版物、ソフトウェア及びレコードなど著作物の不法

複製に対する集中取締により、最近著作権法違反、コンピュータプログラム保護法違反及

び音盤・ビデオおよびゲーム物に関する法律違反事件は、全体的に増加する傾向にあり、

全体知的財産侵害事犯で示す割合も 2/3 以上を維持している。また検察が起訴した事件の
ほとんどは旧略式事件で、軽微事件が知的財産侵害事犯の多数を占めることがわかる。 

 
 
５．裁判所における知的財産関連訴訟において争われる各知的財産の割合 

  
特許法院が処理している審決取消訴訟に関して、2005年 9月 30日付の特許法院に対す



る国政監査資料に出ている統計資料を基にみると、 2003年の場合には、全体受付件数 1220
件の中、特許事件が 330件（27.0%）、実用新案事件が 227件（18.6%）、デザイン（意匠）
事件が 151件（12.4%）、商標事件が 512件（42.0%）であった。2004年には、全体受付件
数 1340件の中、特許事件が 407件（30.4%）、実用新案事件が 264件（19.7%）、デザイ
ン（意匠）事件が 169件（12.6%）、商標事件が 500件（37.3%）であった。2005年 1月 1
日から 2005年 8月 31日までは、全体受付件数 1221件の中、特許事件が 443件（36.3%）、
実用新案事件が 259件（21.2%）、デザイン（意匠）事件が 110件（9.0%）、商標事件が
409件（33.5%）であった。これは特許法院の処理する事件のなかで特許・実用新案など技
術系事件の比率がだんだん増加しているということである。これは前述したように特許庁

での審査および審判期間の短縮努力と関係するとみられる。 
一般法院で扱われる侵害訴訟の場合、各知的財産権の比率に関する統計資料はなかった。 
  
 
６．裁判所において損害賠償額を認定する場合の損害額の認定手法 
 
○ 関連法規定 
特許法第 128条は「損害額の推定」という表題のもとに「① 特許権者または専用実施
権者は故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対して、その

侵害により自分が被った損害の賠償を請求する場合、当該権利を侵害したものがその侵害

行為をするようにした物件を譲渡した場合には、その物件の譲渡数量に特許権者または専

用実施権者が当該侵害行為がなければ販売できた物件の単位数量当利益額を乗じた金額を

特許権者または専用実施権者が被った損害額とすることができる。この場合損害額は特許

権者または専用実施権者が生産できた物件の数量で実際販売した物件の数量を引いた数量

に利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者または専用実施権者が侵害行為以

外の事由で販売できなかった事情がある場合には、当該侵害行為外の事由で販売できなか

った数量による金額をひかなければならない。② 特許権者または専用実施権者が故意ま

たは過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対して、その侵害によって

自己が被った損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為により利益を

得た場合には、その利益の額を特許権者または専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

③ 特許権者または専用実施権者が故意または過失により自己の特許権または専用実施権

を侵害した者に対して、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その特

許発明の実施に対して通常受けられる金額に相当する額を特許権者または専用実施権者が

受けた損害の額として損害賠償を請求できる。④ 第 3項の規定にもかかわらず、損害の
額が同項の規定する金額を超過する場合にはその超過額に対しても損害賠償を請求できる。

この場合特許権または専用実施権を侵害した者に故意または重大な過失がない場合には、

法院は損害賠償の額を決める際これを参酌できる。⑤ 法院は特許権または専用実施権の

侵害に関する訴訟において損害が発生したことは認められるが、その損害額を立証するた

めに必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合には、第 1項ないし
第 4項の規定にもかかわらず弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を
認定できる」と規定している。 



これは特許権侵害においては侵害行為と因果関係のある損害額の立証が困難な場合が

多いことを考慮して、損害額の立証を容易にするため特許権侵害に関する損害額の推定お

よびみなし規定を設けたことで、このような損害賠償額算定の特則は実用新案法第 45 条
（特許法に対する規定の準用）、商標法第 46条、デザイン（意匠）保護法第 64条、不正
競争防止法および営業秘密保護に関する法律第14条の2などでも同一の趣旨で規定してい
る。以下このような規定を特許法及び既存の判例を中心に簡単にみたいと思う。 
○ 侵害者の販売数量と特許権者の利益（第 1項） 
特許法第 128条の第 1項は特許権者の逸失利益、すなわち特許侵害がなかったら得るこ
とができた特許権者の利益額を算定する具体的方法に対するもので、侵害行為を助成した

物件に対する譲渡数量に、侵害行為がなかったら特許権者が販売できた物件の単位数量当

りの利益額を乗じて算出した金額を損害額とできるように規定している。 
大法院はこの規定が新設（2001年 2月 3日）される前である 1997年 9月 12日宣告 96
ダ 43119判決で、このような損害賠償額算定基準を既に認定している。判決はまた、現行
特許法第 128条第 2項に関するものであるが、特許法の特則は損害の発生までも推定する
という趣旨ではないので、権利者がこの規定の適用を受けるためには、損害発生の懸念な

いし蓋然性の存在を主張・立証するべきであると判断した。 
ここで、「侵害者の侵害行為がなかったら特許権者が販売できた物件」とは、問題の特

許発明を実施して製造した製品に限定するか、もしくはその物件に密接に関連したサービ

スの提供も含むかが問題になるが、ケーブルスリーブの熱収縮管に関する特許侵害事件で、

ソウル地方法院 2003年 12月 19日宣告 2002カ合 51833号判決は、「スリーブ販売による
利益額はスリーブ供給価額の10%および現場教育や技術指導などで得られるその他の利益
額（スリーブ供給価額のおよそ 10%）を合算した金額」という趣旨の当事者の主張に対し
て、特許権者の現場教育や技術指導は侵害行為中にも継続していたことを理由にスリーブ

供給価額に対する損害賠償だけを認めた。 
さらに、単位数量当りの利益額に関しては侵害行為がなかったら特許権者が販売できた

製品の売上額でその販売のため増加すると認められる費用を引いた限界利益とみるのか、

それでも総利益（gross profit）や純利益（net profit）とみるのかが問題になるが、ソウル地
方法院南部支院 2003年 2月 13日宣告 96カ合 6616号判決（ソウル高等法院 2003ナ 2122
号で控訴中）、2003年 2月 7日宣告 2001カ合 8692号および 2001カ合 11162号判決（ソ
ウル高等法院 2003ナ 20147号で控訴中）では、限界利益または増分利益（incremental profit）
を基準に判断した。 
また、特許発明の実施部分が侵害品の一部にだけ該当する場合にもこの規定をそのまま

適用するかが問題になるが、大法院 2004年 6月 11日宣告 2002タ 18244号判決は、著作財
産権が侵害された事案で侵害者がその物件を制作・販売することによって得た全体利益で

侵害行為による寄与度を算定して、それにより侵害行為による利益額を算出しなければな

らなく、寄与率は著作財産権の侵害に関係する部分の不可欠性、重要性、価格比率、量的

比率などを斟酌して総合的に評価するべきであると判断した。 
ソウル地方法院2004年1月16日宣告2001カ合173号判決（ソウル高等法院2004ナ14033
号で控訴中）は著作権侵害による損害賠償事件で著作物の利用程度が約 80％に満たなかっ
たことを理由に損害賠償額算定において 80％だけを反映したが、このような判決は特許発



明の実施部分が侵害品の一部にだけ該当する場合にも参考になるだろう。 
一方、特許権者が請求できる損害額は「特許権者または専用実施権者が生産できた物件

の数量で実際販売した物件の数量を引いた数量に単位数量あたりの利益額を乗じた金額」

を限度とするが、上記規定でいう「生産できた物件の数量」と関連して、前述したソウル

地方法院南部支院 2003年 2月 13日宣告 96カ合 6616号判決、2003年 2月 7日宣告 2001
カ合 8692号および 2001カ合 11162号判決では、製品を輸入して販売する数量も特許権者
の生産能力に含むと判断した。 
特許法第 128条第 1項ただし書きは「侵害行為以外の事由で特許権者が特許製品を販売
できなかった事情があるときには、その数量による金額を引かなければならない」と規定

しているが、「特許権者が販売できなかった事情」 の意味に関して判例はまだみられず、
学説は「侵害者の営業努力」や「市場においての代替品の存在」などがこれに含まれると

している。  
○ 侵害行為により受けた利益額の損害額推定（第 2項） 
特許法第 128条 2項は侵害者の利益額を特許権者の損害額として推定すると規定してい
るが、ここで利益に関しては、純利益説（net profit）と総利益説（gross profit）、限界利益
説などが対立していて、ソウル地方法 2004年 2月 13日宣告 2002カ合 30683号判決（ソウ
ル高等法院 2004ナ 21650号で控訴中）は、同項に基づいて損害賠償を請求した事案で、侵
害者の総売上額の中で、侵害した特許を利用した飼料やその関連製品の売上額が占める比

率による売上総利益で同じ比率による販売及び一般管理費（ただ、その特許を利用した売

上げと関係なく固定的に支出される役員給与と減価償却費は除外）を共済する方式を採用

して限界利益説を採用した。 
一方、前述の大法院 1997年 9月 12日宣告タ 43119判決で示されたように、この規定は
損害の発生前提に侵害者の利益を損害額として推定する規定であって、損害者の利益額か

ら損害の発生までも推定する規定ではないので、損害の発生は権利者が立証しなければな

らない。 
○ 通常実施料の損害額みなし（第 3項） 
特許法第 128条第 3項は実施料相当額を損害の額とできることを規定しているが、これ
は権利者が現実に受けた損害、すなわち逸失利益と関係なく受けられる最低限の賠償額を

定めたものと解釈されている。 
この規定と関連して特許権を実施しないでいる権利者はこの規定による損害賠償の請

求が不可能であるか、または侵害者は権利者に何の損害もないことを主張しながら損害賠

償責任から逃れることができるかが問題になりうるが、この規定と同一の商標法上の規定

に対して、大法院 2002年 10月 11日宣告 2002タ 33175判決は、同 2項は第 1項と同じよ
うに、不法行為に基づいた損害賠償請求において損害に関する被害者の主張・立証責任を

軽減する規定であって、損害の発生がない場合にまで侵害者に損害賠償責任を認定すると

いう趣旨ではなく、侵害者も損害の発生がないということを主張・立証して損害賠償責任

を逃れることができると前提した上で、商標権者が登録商標を使用してタオル製造業また

は販売業をしておらず、また専用使用権を設定することによって、その範囲内では被告の

登録商標使用によって損害が発生したということはできないから、商標権者の請求を退け

たことは正当であると判示した。 



○ 通常実施料の超過額請求（第 4項） 
第 3項は立証が容易な実施料相当額を最低の賠償額として優先的に請求できることを規
定しているもので、第 4項第 1文は実際損害が実施量相当額を超過する場合には、これを
立証して損害賠償額を請求できることを規定している。さらに第 2文は侵害者に故意また
は過失がないときには法院は損害賠償の額を決める際にこれを斟酌できると規定している

が、これは第 3項の実施量相当額を超過する場合にのみ適用されるので、この規定を根拠
にして実施料相当額より少ない金額を損害額として決めることはできないと解釈される。  
○ 性質上立証困難な損害額の認定（第 5項） 
特許法第 128条第 5項は、損害発生事実は認められるが、損害額立証が性質上極めて困
難な場合に、第 1項ないし第 4項の規定にもかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調査の結
果に基づいて、法院が相当な損害額を認定できることを規定している。ここで「立証が困

難な場合」とは侵害者が買入れ・売上げ関係書類を全然作成しなかったとか、破棄したな

どの事情で、損害額の立証のために必要な事実の立証が極めて困難な場合が挙げられてい

る。 
     
 
７．裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果 

 
特許法院で扱われる権利範囲確認事件で特許発明が新規性がないことが明らかになる

と、その特許発明は権利範囲を認められないので、確認対象発明（従来「カ」号発明と呼

んでいたのを変更した）は、具体的な技術対比をするまでもなく、その権利範囲に属しな

いというのが判例の一貫する立場である。この場合、法院がその特許発明は新規性がない

と判断し、その権利範囲を否定しても、その特許発明が直ちに無効になるのではない。 
一方、権利範囲確認審判で特許発明が進歩性がないという理由で登録無効審決の確定な

しに、その権利範囲を否定できるかについては、大法院が 1998年 10月 27日宣告 97フ 2095
判決で、否定できないという立場を採用して以来、大法院や特許法院の判決も一貫して同

じ立場である。 
さらに大法院 2002年 6月 14日宣告 2000フ 235判決は、「特許発明の特許請求の記載
や発明の詳細な説明、その他図面の説明によっても、特許出願当時発明の公正要件の一部

が抽象的か不明で、その発明自体の技術的範囲を特定できない場合には、特許権者はその

特許発明の権利範囲を主張できないのであって、特許発明の技術的範囲を特定できるかの

可否は当事者の主張がなくても法院が職権で調査し判断するべきである」とした。大法院

2001年 12月 27日宣告 99フ 1973判決は、実施不可能な考案に関して、上記と同じ趣旨で
判示して、特許発明の新規性がない場合に以外にも、明細書の記載不備などで特許発明自

体に技術的範囲を特定できないか、特許発明が実施不可能な場合には、権利範囲確認審判

で確認対象発明との技術対比に入る前に特許発明の技術的範囲を否定できないという態度

を採っている。 
一方、特許侵害事件を取り扱う法院が特許の有効性に関して判断できるかに関して、従

来大法院は「特許法は特許が一定の自由に該当する場合には別途設けた特許の無効審判手

続を経て無効にできると規定しているので、特許はいったん登録された以上、このような



審判により特許を無効とするという審決が確定しない限り有効であって、法院は上記のよ

うな特許を無効とできる自由があるとしても、他の訴訟手続でその前提として特許が当然

無効だと判断できない。登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用のもの

である場合には特許無効の審決有無に関係なくその権利範囲を認められないとするべきで

あるが、これは登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用の技術に照らし

て新しいものでないという、いわば新規性がない場合にそうであって、新規性はあるがそ

の分野での通常の知識を有するものが、先行技術により容易に発明できるものであるとい

う、いわば進歩性がないものまで法院が他の訴訟で当然に権利範囲を否定できるとはいえ

ない」と判断し、特許発明の新規性のない場合に限って侵害訴訟を扱う法院は特許の権利

範囲を認定できないという態度を採ってきた（大法院1992年6月2日91マ540決定参照）。 
ところで、大法院は 2004年 10月 28日宣告 2000ダ 69194判決で、日本のキルビー判決
と同じように、「特許の無効審決が確定する前だとしても、特許権侵害訴訟を審理する法

院は特許に無効事由があるのが明白であるかに対して判断でき、審理の結果当該特許に無

効事由があるのが明らかな場合には、その特許権に基づいた差止めと損害賠償等の請求は

特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許されない」と説示しながら、特許発明の進

歩性がない場合にも、侵害訴訟法院が登録された発明などの権利範囲を否定できるという

趣旨で判断した（これに関しては大法院が従前の判例を変更したにもかかわらず、これを

全員合議体で判決せずに、小部で処理したのは問題があるとの批判がある）。このような

大法院の判断以降、ソウル高等法院は 2005年 1月 25日宣告ナ 8802特許権侵害禁止等事件
で、上記大法院の判決を引用しながら、「特許の無効審決が確定する前だとしても、特許

権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があるのが明白であるかを判断でき、審理の

結果当該特許に進歩性欠如など無効事由があるのが明らかである場合には、その特許権に

基づいた差止めと損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り、権利濫用に該当し許容さ

れないものである」と前提したうえに、「本件感光ドラムに対する特許は本件特許が属す

る技術分野で通常の知識を有するものが本件特許出願当時の周知慣用の技術水準を基礎に

先行技術その自体またはそれらの結合を通じて容易に発明できるものに過ぎなく、進歩性

欠如で無効事由があるのが明らかであるから、その特許権に基づく原告の本件請求は権利

濫用に該当し許容されない」と判断した。 
しかし、上記のように侵害訴訟法院が特許発明に新規性または進歩性がないと判断する

としても、これはその特許自体の登録を無効とする効果や第三者的効力は無いと見るのが

一般的な見解である。  
また、侵害訴訟法院が特許発明の進歩性当否まで判断できるという大法院の態度と関連

しては、審決取消訴訟と特許侵害訴訟が別個の法院で扱われている状況で、両法院で異な

る判断をする場合、混乱を招く恐れがあるという懸念が提起されている。  
     
 
８．法院において商標の類似性が争われる場合の判断手法 

 
大法院は「商標の類似当否は商標の外観・称呼・観念を一般需要者や取引者の立場から

全体的・客観的、離隔的に観察して、商品の出所に関して誤認・混同する恐れがあるかに



ついて判断するべきであるから、外観・称呼・観念のなかで一つが類似するとしても、全

体としての商標が、一般需要者や取引者が商標に対して感じる直感的認識を基準にして明

確に出所の誤認・混同を避けられる場合には、類似しているといえないが、逆に、お互い

異なる部分があってもその名称や観念が類似して一般所有者や取引者が誤認・混同しやす

い場合には類似商標とするべきである」（大法院 2002年 11月 26日宣告 2001フ 3415判決
など多数）と判示して、商標の類似当否は商標の構成要素全体的に感じられる一般需要者

の心理を基準にする（全体観察）を原則としている。 
しかし大法院は「商標を全体的に観察する場合にもその中で一定の部分が特に需要者の

注意を引き、その部分の存在でその商標の識別機能が認められる場合が多いし、その場合

には全体観察と並行して商標を機能的に観察してその中心的識別力を持つ部分、すなわち

要部を抽出して 2つの商標を対比することで類似を判断することが適切な全体観察の結論
を誘導するための手段として必要である」（大法院 1994年 5月 24日宣告 94フ 265判決）
と判断し、商標の類似性判断において要部観察の必要性を認めながらも、要部観察は全体

観察を補完する関係にあることを明示している。 
よって、判例は全体観察と要部観察はお互い矛盾する概念でなく、要部観察は全体観察

の手段であり結果であるという態度を採っている。要部観察において重要なのは、商標の

要部を把握することであるが、実務的にはこれは商標の構成部分中、慣用的単語（会社名

に一般的に付加される「株式会社、Corporation」など）、指定商品の性質を現す単語（「new、 
great、power」など）、修飾語（「Triple Crown」の「Triple」）、付加的文字（「Plus、Super」
など）のように、識別力が無いか弱い部分を除外していく方法でなされている。 
さらに、結合商標の類似当否判断に関連して、大法院は「文字と文字、または文字と図

形の各構成部分が結合された結合商標は、必ずその公正部分全体によって呼称・観念され

るのではなく、各構成部分が分離観察されると取引上自然ではないと思われるくらい不可

分的に結合されているものでない限り、 その構成部分の中の一部だけで簡略に呼称・観念
されることもあるし、また一つの商標で 2つ以上の呼称や観念を考えられる場合、その一
つ呼称・観念が他人の商標と同一または類似すると認められる場合には 2つの商標は類似
である」と判断して（大法院 2000年 10月 27日宣告 2000フ 815判決など多数）、結合商
標の場合、全体観察に対する修正として各構成部分を分離して商標の類似当否を判断でき

ることを明らかにしている。 
問題はどんな場合に分離観察をできるかであるが、一般的に上記大法院判例で説示した

ように、商標の「各構成部分に分離観察されると取引上自然ではないと思われるくらいに

不可分的に結合されているのでない限り」、分離が可能であるとみて分離観察して、ただ

し、一連不可分的に構成された造語（大法院 2001年 11月 13日宣告 2001フ 1198判決の
「NUTRACEUTICAL」など）、結合の結果、独自的意味を持つ単語または結合の結果新し
い観念を生み出す場合（大法院 1999年 11月 23日宣告 99フ 2044判決の「DEEP-SEA」な
ど）、分離が可能であるとしても、各々の分離された部分がすべて指定商品との関係で識

別力が無い場合（大法院 2001年 4月 27日宣告 2000フ 2453判決の「AceLink」など）等に
おいては、分離観察が適当ではないので、原則に戻って分離されてない商標全体を基準に

類似判断をしている。しかしこのような実務によって商標の類似性判断の原則といえる全

体観察の原則が毀損されているのではないかとの疑問が提起されている。 



９．法院において知的財産権の保護に関して注目されている問題点、または立法予定 
 
○ 上記 1番項目の答弁でみたように、現在韓国の特許訴訟制度は２元的体制を採ってい
る（これを図で表すと下記のとおりになる）。 
 

  

(特許侵害訴訟） 
全国の地方法院（支院を含

む）の合議部または単独判事
→
管轄高等法院または

地方法院の控訴部   
  

         → 大法院 

(審決取消訴訟)     

  
特許審判院 →特許法院 

   

 
○ ところで現在の制度は特許法院で審決取消訴訟に対して迅速な審理がなされてい

るというメリットにもかかわらず、同一の技術に関連する紛争を異なる法院で審理するこ

とによって、人力の重複配置、判決の矛盾・衝突の可能性などのような問題点があると指

摘され、これに関して特許法院に特許侵害訴訟の管轄権まで付与すべきであるという議論

があった。そして 2004年 1月に特許法院が特許侵害訴訟の控訴審を管轄することを内容と
する法律案が国会に提出された。 
○ 一方、大統領傘下の司法改革推進委員会の論議の結果、各高等法院に上告部を設け、

上告事件を処理する法案が作られ、関連法案が現在立法予告中である。その法案によると、

特許侵害訴訟の上告審は訴価 5億ウォン以上の事件は大法院で管轄し、訴価 5億ウォン未
満の事件は 5つの高等法院に設けられる上告部で審理した後に、特別な事由がある場合に
限って、大法院にまた審理できるようにして、審決取消訴訟の上告審は特許の場合は大法

院で管轄し、実用新案・意匠・商標の事件の場合は、ソウル高等法院に設けられる上告部

で審理した後に、特別な事由がある場合に限って大法院にまた上告できるようにした（下

記図面参照）。 
 

→ （訴価 5億ウォン以上） → 

  
   

（訴価 5億ウォン未満） 
  

（特許侵害訴訟） 

全国の地方法院（支

院を含む）の合議部

または単独判事 

→ 

管轄高等法院ま

たは地方法院の

控訴部 
→ 5つの高等法院上告部 → 

              

→     （特許）    → 

   

 （実用新案・意匠・商標） 
（審決取消訴訟） 特許審判院 → 特許法院 

→ ソウル高等法院上告部 → 

大 

法 

院 

 



   ところで、このような立法案によると、現在には大法院が審決取消訴訟および特許侵
害訴訟の上告審を管轄していて、少なくとも最終審の段階では統一的な法解釈ができるよ

うになっているが、このような立法案が施行される場合、最終審までも権利の種類および

訴価により大法院と高等法院上告部に管轄が分けられ、早期に統一された結論が出にくい

状況になるという懸念と批判がある、 
 
 
１０．韓国法院で日本法人や個人が訴訟当事者になる場合問題になること、または考慮す

べきこと 
 
○ 基本的に訴訟当事者が韓国人なのが外国人なのかによって訴訟手続および結論に差異

が生じるわけではなく、ただ送達手続において被告等が外国人の場合、送達期間が長くな

るなどの問題はありうる。しかしそのような場合でも韓国での代理人がいる場合には、問

題にならないだろう。しかし韓国や日本の手続きや審理方法に違いにより、日本の当事者

が困難を感じることはありえるので、特許法院の訴訟手続きを中心に両国訴訟手続き上の

違いを簡単にみることにする。 
○ 特許法院の訴訟手続き 
特許法院の訴訟手続きが一般民事訴訟と大きく異なることはない。特許および実用新案

関係事件の場合、訴状が受け付けられたらすぐ弁論期日が決められるのではなく、訴状お

よび答弁書が提出され当事者双方が 2回程度の準備書面を提出・交換した後に弁論準備期
日が指定される。弁論準備期日は事件の難易度によって異なってくるが、ほとんどの事件

では 1回で終結されている。その期日では当事者から技術説明を聞いて、当事者の主張を
整理する。弁論準備期日の終結と同時に弁論期日を決めるが、弁論期日はおおむね 1ヶ月
以降に指定され、やはり 1回くらいで終結される。そして弁論終結と同時に 1ヶ月後を宣
告期日と指定して判決を宣告する。 
一方、意匠および商標関係事件の場合は、ほかの手続きは上記特許と実用新案事件と同

一で、ただ準備手続き期日を指定しないのが異なる。これは技術説明を聞く必要がないか

らである。 
○ 次に韓国特許法院の審決取消訴訟の特徴的な点について簡単にみる。 
まず、無効審判と訂正請求との関係についてみると、無効審判事件が継続中の場合には

無効審判手続き内で訂正請求をして無効審判手続きと同時に進行されるようにしていて、

別途の無効審判請求はできないようにしている（特許法第 133条の 2、136条 1項参照）。 
特許法院または大法院で無効審判事件に対する審決取消訴訟が継続中の場合には、特許

権者などは期間の制限なく別途の訂正審判を請求できるが、もし審決取消訴訟が大法院で

継続中に訂正審判が確定される場合に、大法院は訂正審判に遡及効があり、結果的に特許

の要旨を誤って理解することになり、判決の基礎になった行政処分が後の行政処分により

変更されたとみて、特許法院の判決を破棄差戻しにている。 
一方、審決取消訴訟が特許法院に継続中に訂正審判が確定された場合には、訂正された

特許請求範囲を審理の対象として、無効理由の有無に関して審理する。逆に、訂正審判ま

たは訂正審判に対する審決取消訴訟が継続中に特許などの無効が確定される場合、訂正の



対象がないことになり、その審判請求または訴訟は却下される。 
○ 特許法院の審理範囲と関連して、拒絶決定に対する審決取消訴訟のような決定係（査

定係）事件の場合には制限説を採っていて、当事者係事件の場合には無制限説を採ってい

る。よって特許などの無効審判事件の場合、審決で提出されてない証拠でも法院の審決取

消訴訟段階で制限なく提出できるので、新しい証拠を提出するために別個の審判請求をす

る必要はない（もちろんそれが法律上許容されるかについては別途検討する必要がある）。 
以上 

 
 



（３）その他資料（カントリーレポート原本） 

 

1. 지적재산관련 분쟁처리에 관한 법원과 행정기관 사이의 역할 분담  

 

우선 설명의 편의상 지적재산권을 저작권(컴퓨터프로그램저작권), 특허권, 

실용신안권, 상표권, 의장권으로 나누기로 한다.  

그 중 저작권과 관련한 분쟁에 관하여는 저작권심의조정위원회에 조정을 신청할 수 

있고(컴퓨터프로그램저작권 등 컴퓨터프로그램보호법에 의하여 보호되는 권리에 

관련된 분쟁에 관하여는 컴퓨터프로그램심의조정위원회에 알선 또는 조정을 신청할 수 

있다), 만약 조정이 성립하지 않는 경우 저작권자는 (일반)법원(아래의 특허법원에 

대비하여 이렇게 부르기로 한다)에 손해배상청구 또는 침해행위의 금지를 구하는 소를 

제기할 수 있다.  

저작권을 제외한 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권(이하 ‘특허권 등’이라 

한다)에 관련된 분쟁은 ① 특허청장을 상대방으로 하여 등록거절 또는 취소결정에 

대하여 불복하는 경우, ② 특허권자 등 사인(私人)을 상대방으로 하여 특허 등의 

무효․특허권 등의 존속기간의 연장등록의 무효, 권리범위확인, 정정무효 등을 구하는 

경우 및 ③ 특허권 등을 침해하는 자를 상대로 침해금지청구 또는 손해배상청구를 

하는 경우로 나누어 볼 수 있다.  

위 ①, ②의 경우에는 특허청 산하기관인 특허심판원에서 그 당부 또는 권리범위에 

관하여 판단하여 심결을 하고 그에 대하여 불복이 있는 당사자(원고)는 특허법원에 

심결의 취소를 구하는 소(이를 ‘심결취소소송’이라 한다)를 제기할 수 있는데, 

특허법원은 특허심판원의 심결의 적법 여부에 관하여 심리하여 심결이 적법한 것으로 

판단되는 경우에는 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하고, 심결이 부적법한 것으로 

판단되는 경우에는 심결을 취소하는 판결을 선고한다. 이 경우 특허법원은 심결의 

적법 여부에 관하여 판단할 수 있을 뿐 직접 특허의 무효를 선언하는 등의 판결을 

선고할 수는 없다.  

위 ③의 경우 특허권자 등은 원칙적으로 피고의 보통재판적 소재지의 (일반)법원에 

직접 소(이를 ‘특허권 등의 침해에 관한 소송’이라 한다)를 제기할 수 있다.  

결국 지적재산권에 관한 분쟁 중 저작권에 관련된 분쟁의 전부 및 특허권 등의 

침해에 관한 소송은 일반법원에서 해결하고, 특허권 등에 관련된 분쟁 중 

특허등록거절결정, 특허의 무효 여부, 권리범위확인 등에 관련된 분쟁은 특허심판원을 

거쳐 특허법원이 해결하는 구조로 되어 있어, 특허권 등에 관련된 분쟁에 대한 

해결기구는 2원적 체제를 취하고 있다고 할 수 있다.  

 

2. 법원에 있어 지적재산관련분쟁을 처리하는 재판관의 전문성의 정도  

 

 앞에서 본 바와 같이 저작권에 관한 분쟁 및 특허권 등의 침해에 관한 소송은 

일반법원에서 처리되고 있고 따라서 일반적인 판사의 자격을 가지고 있는 사람이 위와 

같은 소송을 다루고 있으며, 특별히 전문성을 가지고 있는 사람이 사건을 처리하고 

있지는 않다. 다만, 서울중앙지방법원이나 서울고등법원의 경우 지적재산 전담부를 



두어 특허법원에서 일정 기간 근무한 경력이 있거나, 국내외 교육기관에서 지적재산권 

관련 연구를 한 사람을 중심으로 재판부를 구성하고 있다. 위와 같이 전담부에 배치된 

법관의 경우 재판장은 2 년 동안 근무하는 것을 원칙으로 하고 있으나 배석판사의 

경우 근무기간을 정해놓고 있지는 않다.  

 한편 특허권 등에 관한 심결취소소송을 다루고 있는 특허법원의 경우에도 

임용시부터 일정 기간 특허관련분야에서 근무하는 등의 경력을 요구하고 있지는 않고, 

다만 국내외 교육기관에서 지적재산권을 연구한 판사를 중심으로 구성하고 있고, 그 

근무기간은 재판장 및 배석판사 모두 3 년 이상 근무하는 것을 원칙으로 하고 있다. 

이와 관련하여 특허법원에서는 판사들의 전문성을 강화하기 위하여 서울대학교 

공과대학 교수 등을 초빙하여 기계․전자․화학․반도체․생명공학 등의 분야에 관한 

기초이론 및 첨단 과학기술 분야의 최신 동향에 관한 강의를 듣고, 매년 

전자통신연구원 등을 방문하여 과학기술의 현황을 파악하고 최신 기술에 관한 정보를 

획득하려는 노력을 기울이고 있다. 하지만 판사 자체의 전문성 강화라는 측면에서 

보면 3 년도 부족하다는 견해가 많이 대두되고 있고, 이와 관련하여 특허법원 

근무기간을 5 년 이상으로 연장하거나 판사 임용시 처음부터 5 년 또는 10 년간 

특허법원에 근무할 것을 전제로 임용하는 방안 등도 대두되고 있다.  

위와 같이 일반법원에서 지적재산권 관련 소송을 다루는 판사이든 특허법원의 

판사이든 기술전문성을 갖추고 있는 것은 아니므로 이를 보강하기 위하여 일반법원 

특히 서울지방법원 및 서울고등법원의 경우에는 특허청에서 파견된 기술조사관의 

조언을 듣고 있고, 특허법원의 경우에도 특허청에서 15 년 이상 근무한 사람들을 

기술심리관으로 채용하여 기술적 조언을 듣고 있다.  

 한편, 기술심리관이나 기술조사관의 경우에도 급격히 변화하는 기술의 변화에 

따라가지 못할 염려가 있고, 특히 반도체나 생명공학 관련 기술의 경우와 같이 새로이 

등장하는 기술영역에 대하여는 기술적 조언을 주기가 어려운 경우가 있어, 그에 대한 

보완책으로 일본의 전문위원제도와 유사한 기술자문단제도를 도입하는 방안이 

특허법원을 중심으로 논의되고 있다.  

나아가 특허법원의 경우 현재와 같이 기술적 전문성이 없는 (일반)판사가 

기술전문가인 기술심리관의 조력을 받아 재판하는 것보다는, 독일에서와 같이, 

처음부터 기술적 전문성이 있는 사람을 기술판사로 임명하면 훨씬 효율적일 수 있다는 

주장도 일부에서 제기되고 있으나, 그에 대하여 기술판사의 경우에는 법률적 전문성이 

결여되는 문제점이 있어 그러한 제도를 도입한다 하더라도 현재의 제도보다 훨씬 

효율적일 것이라는 데에 의문을 제기하면서 그에 반대하는 견해가 있는 등, 기술판사 

제도의 도입에 관하여는 그 견해의 대립이 있다.  

또한 한국에서도 머지않아 미국식 로스쿨 제도가 도입될 가능성이 높은바, 그러한 

경우 이공계 출신으로서 변호사 시험에 합격한 사람 중에 특허법원 판사를 임명한다면 

기술적 전문성과 법적 전문성을 모두 갖춘 사람이 판사로 일하게 되어, 전문성과 

관련한 문제는 상당 부분 해결될 것이라는 견해도 있다. 

  

3. 법원에 있어 지적재산관련소송의 소송대리인이 되는 자의 전문성의 정도  

  



먼저 일반법원에서 다루어지는 저작권 관련 침해소송의 대리인은 다른 민사소송과 

마찬가지로 변호사일 것이 요구되고 있고, 기술적 요소가 적은 관계로 대리인의 

전문성은 크게 문제되고 있지 않다.   

특허권 등에 관련된 소송의 경우에도 의장 또는 상표에 관한 소송의 경우에는 

그것이 특허법원에서 다루어지는 심결취소소송의 경우이든 아니면 일반법원에서 

다루어지는 침해소송의 경우이든 역시 기술적 요소가 적은 특성상 대리인의 전문성은 

크게 문제되고 있지 않은 것으로 보인다. 다만, 특허법원의 심결취소소송의 경우에는 

변호사 외에 변리사도 단독으로 소송대리를 할 수 있으나, 일반법원의 침해소송의 

경우에는 대부분의 법원에서 변호사만이 소송대리를 할 수 있는 것으로 해석 및 

운용하고 있는 점에서 차이가 있다.  

대리인의 전문성과 관련하여 가장 문제가 되는 경우는 기술적인 요소가 분쟁의 

핵심인 특허 또는 실용신안 관련 심결취소소송 및 침해소송의 경우이다. 대리인이 될 

수 있는 자는, 상표 및 의장 관련 사건의 경우와 마찬가지로, 특허법원의 

심결취소소송의 경우에는 변호사 외에 변리사도 단독으로 소송대리를 할 수 있으나, 

일반법원의 침해소송의 경우에는 대부분의 법원에서 변호사만이 소송대리를 할 수 

있는 것으로 해석 및 운용하고 있다. 다만 특허법원 또는 일반법원의 소송에서 

변호사가 법정에 단독으로 출석하는 경우에는 대부분 변리사가 법정 밖에서 

변호사에게 기술적 조언을 하는 등의 방법으로 사실상 공동대리 형태로 운영되고 있는 

것으로 생각되고 있다.  

하지만 사실상의 공동대리 형식으로 소송대리가 이루어지고 있다고 하더라도 

변호사 또는 변리사가 단독으로 법정에 출석하는 것은 법적 또는 기술적 전문성 

확보에 있어서 문제가 있다. 즉 현실적으로 변호사는 기술적 문외한이고 변리사는 

법률 문외한인 관계로 변호사가 법정에서 기술에 관한 설명을 제대로 못하는 경우가 

있고 변리사는 민사소송법에 관한 지식의 부족으로 서증인부나 증인신문 등에서 

미숙한 점을 많이 드러내고 있다.  

이러한 문제점을 해결하기 위해서는, 과학기술지식과 법률지식 모두가 요구되는 

특허나 실용신안 관련 소송의 특징에 비추어, 양자 모두를 갖춘 사람만이 소송대리를 

할 수 있도록 하거나(이를 위해서는 특허소송을 하고자 하는 변호사에게는 

자연과학이나 공학에 관한 기초교육을 받도록 의무화하고, 변리사들에게도 일정 

시간의 민사소송법을 비롯한 법학기초에 관한 교육을 받도록 의무화함으로써 

소송대리인의 전문성을 향상시킬 필요가 있다), 만약 그렇지 못하다면 특허법원 및 

일반법원의 특허 및 실용신안 관련 소송의 경우 변호사와 변리사의 공동대리를 강제할 

필요가 있는 것으로 생각된다.  

이와 관련하여, 변리사법 제 2 조는 “변리사는 특허․실용신안․의장 또는 상표에 

관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 

기타의 사무를 행함을 업으로 한다”고 규정하고 있고, 제 8 조는 “변리사는 

특허․실용신안․의장 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다”고 

규정하고 있는바, 변리사가 일반법원의 침해소송에서도 단독으로 소송대리를 할 수 

있는가에 관하여 법조계와 변리사업계 사이에 서로의 이해관계에 따른 의견의 대립이 



있다(앞에서 본 바와 같이 대부분의 법원에서는 침해소송에서 변리사의 소송대리를 

허용하지 않고 있다).  

그러나, 특허 및 실용신안 관련 침해소송 역시 기술적 문제와 법적 문제가 

혼합되어 있는 특성상 기술과 법을 모두 아는 사람이 대리인이 되는 것이 바람직하다 

할 것이고, 현재 두 가지 요소를 모두 갖춘 변호사 또는 변리사가 드문 상황인 점을 

고려할 때 변호사와 변리사의 공동대리 형식을 취하는 것이 가장 바람직한 것으로 

보인다.  

 

4. 법원에 있어 지적재산권과 관련한 민사소송, 형사소송, 행정소송의 비율  

 

 우선 특허법원에서 처리하고 있는 심결취소소송에 관하여 2005. 9. 30.자 

특허법원에 대한 국정감사자료에 나타나 있는 통계자료를 토대로 특허심판원의 

심판건수와 그에 불복하여 특허법원에 제소하는 비율에 관하여 살펴보면, 2003 년의 

경우에는 특허심판원의 심판건수 7,858 건 중 749 건이 제소되어 9.5%의 제소율을, 

2004년의 경우에는 9,734건 중 878건이 제소되어 9.0%의 제소율을, 2005. 1. 1.부터 7. 

31.까지는 6,761 건 중 662 건이 제소되어 9.2%의 제소율을 나타내고 있음을 알 수 

있다.  

한편, 특허법원의 월평균 접수건수를 위 자료를 토대로 살펴보면, 2003년에는 62건, 

2004년에는 73건, 2005년에는 92건이고, 그 중 기술계 사건인 특허, 실용신안 사건만 

한정하여 보면 월평균 2003 년에는 24 건, 2004 년에는 36 건, 2005 년에는 50 건으로 

나타나 전체적으로 제소건수가 증가하고 있을 뿐만 아니라 그 중에서도 특허와 

실용신안 같은 기술계 사건이 급증하고 있음을 알 수 있다.  

이와 같이 특허법원의 접수건수가 증가하고 있는 이유로는, 첫째, 특허출원건수가 

증가함에 따라 특허소송의 대상이 되는 심판청구건수 및 심결건수가 증가하고 있고, 

둘째, 특허청에서 심사 및 심판절차의 신속화에 대한 산업계의 요청을 받아들여 2004. 

6.부터 심사관 및 특허심판원의 심판관, 연구관을 증원하는 등 심사 및 심판부를 

강화하고 월 처리목표를 상향조정함에 따른 현상으로 생각되고 있다(특허청의 2005 년 

주요업무계획에 의하면, 2004 년의 경우 2003 년에 비하여 특허심사기간은 1 개월, 

특허심판기간은 2 개월 단축되었고, 2006 년 말까지 특허심사 처리기간은 10 개월, 

특허심판기간은 6 개월로 단축할 것을 목표로 총 248 명의 인력을 증원하기로 

결정하였다 한다. 

http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/about_kipo/plan.jsp?catmenu=m05_07_01 참조).  

다음으로 일반법원에서 처리하고 있는 침해소송에 관하여 살피건대, 2005 년 

사법연감에 의하면, 지적재산권에 관한 소송임을 나타내는 “손해배상(지)” 사건은 

2004 년 제 1 심의 경우 한 해 동안 전국에 걸쳐 총 134 건이 접수되었고(이중 

서울중앙지방법원에 접수된 사건은 79 건), 제 2 심(항소심)의 경우에는 총 24 건(이중 

서울고등법원이 19건)이 접수되었으며, 대법원에는 2건이 접수되었다.  

위 통계자료들에 비추어 보면, (물론 단순 비교가 가능한 것인지는 의문이나) 

2004 년을 기준으로 할 때, 특허심판원의 심판건수: 특허법원의 제소건수: 

특허침해소송 건수의 비율은 대략 100%: 9.0%: 1.3% 정도임을 알 수 있다. 



마지막으로 검찰연감에 나타나 있는 통계자료를 토대로 검찰의 

지적재산권침해사범(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반, 

음반·비디오물및게임물에관한법률위반, 컴퓨터프로그램보호법위반 포함) 접수 및 기소 

현황을 살펴보면, 2002 년의 경우에는 전체 접수건수 41,742 건 중 특허법위반이 

500 건(1.2%), 실용신안법위반이 701 건(1.7%), 의장(디자인)법위반이 580 건(1.4%), 

상표법위반이 8,342건(20.0%), 부정경쟁방지법위반이 1,338건(3.2%), 저작권법위반이 

9,973 건(23.9%), 음반법위반이 17,528 건(42.0%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 

2,780 건(6.7%)이었고, 그 중 검찰이 기소한 24,068 건 중 특허법위반이 21 건(0.1%), 

실용신안법위반이 67 건(0.3%), 의장(디자인)법위반이 49 건(0.2%), 상표법위반이 

7,317 건(30.4%), 부정경쟁방지법위반이 487 건(2.0%), 저작권법위반이 921 건(3.8%), 

음반법위반이 14,629 건(60.8%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 577 건(2.4%)이었으며, 

2003 년의 경우에는 전체 접수건수 39,180 건 중 특허법위반이 567 건(1.4%), 

실용신안법위반이 587 건(1.5%), 의장(디자인)법위반이 554 건(1.4%), 상표법위반이 

7,167 건(18.3%), 부정경쟁방지법위반이 1,058 건(2.7%), 저작권법위반이 

10,713 건(27.3%), 음반법위반이 15,950 건(40.7%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 

2,584건(6.6%)이었고, 그 중 검찰이 기소한 총 22,193건 중 특허법위반이 42건(0.2%), 

실용신안법위반이 44 건(0.2%), 의장(디자인)법위반이 51 건(0.2%), 상표법위반이 

5,929건(26.7%), 부정경쟁방지법위반이 263건(1.1%), 저작권법위반이 1,042건(4.7%), 

음반법위반이 13,177건(59.4%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 1,645건(7.4%)이었으며, 

2004 년의 경우에는 전체 접수건수 54,795 건 중 특허법위반이 683 건(1.2%), 

실용신안법위반이 610 건(1.1%), 의장(디자인)법위반이 549 건(1.0%), 상표법위반이 

8,843 건(16.1%), 부정경쟁방지법위반이 1,416 건(2.6%), 저작권법위반이 

12,804 건(23.4%), 음반법위반이 24,365 건(44.5%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 

5,525 건(10.1%)이었고, 그 중 검찰이 기소한 총 30,911 건 중 특허법위반이 

23 건(0.1%), 실용신안법위반이 47 건(0.2%), 의장(디자인)법위반이 62 건(0.2%), 

상표법위반이 6,679 건(21.6%), 부정경쟁방지법위반이 336 건(1.0%), 저작권법위반이 

1,415 건(4.6%), 음반법위반이 19,496 건(63.1%), 컴퓨터프로그램보호법위반이 

2,853건(9.2%)이었다.  

또 검찰이 기소한 전체 지적재산권침해사범 중 구약식사건, 불구속구공판사건, 

구속구공판사건이 각 차지하는 비율을 살펴보면, 2002 년의 경우 구약식이 

22,405건(93.1%), 불구속구공판이 645건(2.7%), 구속구공판이 1,018건(4.2%)이었고, 

2003 년의 경우 구약식이 20,813 건(93.8%), 불구속구공판이 644 건(2.9%), 

구속구공판이 736 건(3.3%)이었으며, 2004 년의 경우 구약식이 29,375 건(95.0%), 

불구속구공판이 738 건(2.4%), 구속구공판이 798 건(2.6%)이었다. 한편 형사사건에 

대한 법원의 판결에 관한 통계자료는 발견하지 못하였다.  

이상의 통계에 의하면 지적재산권 관련 형사사건 중 여전히 

음반·비디오물및게임물에관한법률위반과 상표법위반이 차지하는 비중이 높다고 볼 수 

있으며, 특허법위반과 실용신안위반 등 소위 ‘기술계 사건’의 비중은 접수건수나 

기소건수, 그리고 기소율 모두 매우 낮게 나타나고 있다. 한편 출판물, 소프트웨어 및 

음반 등 저작물의 불법복제에 대한 집중단속에 따라 최근 저작권법위반, 



컴퓨터프로그램보호법위반 및 음반·비디오물및게임물에관한법률위반 사건은 

전체적으로 증가 추세에 있으며, 전체 지적재산권침해사범에서 차지하는 비중도 2/3 

이상을 유지하고 있다. 또 검찰이 기소한 사건의 대부분은 구약식사건으로서, 

경미사건이 지적재산권침해사범의 절대 다수를 차지함을 알 수 있다. 

 

5. 법원에 있어 지적재산관련 소송에 있어 다투어지는 각 지적재산권의 비율    

 

특허법원에서 처리하고 있는 심결취소소송에 관하여 2005. 9. 30.자 특허법원에 

대한 국정감사자료에 나타나 있는 통계자료를 토대로 살펴보면, 2003 년에는 전체 

접수건수 1220 건 중 특허사건이 330 건(27.0%), 실용신안사건이 227 건(18.6%), 

의장(디자인) 사건이 151 건(12.4%), 상표사건이 512 건(42.0%)이었고, 2004 년에는 

전체 접수건수 1340 건 중 특허사건이 407 건(30.4%), 실용신안사건이 264 건(19.7%), 

의장(디자인) 사건이 169 건(12.6%), 상표사건이 500 건(37.3%) 이었으며, 2005. 1. 

1.부터 2005. 8. 31.까지는 전체 접수건수 1221 건 중 특허사건이 443 건(36.3%), 

실용신안사건이 259 건(21.2%), 의장(디자인) 사건이 110 건(9.0%), 상표사건이 

409 건(33.5%) 이었다. 이는 특허법원이 처리하는 사건 중 특허, 실용신안 등 기술계 

사건의 비율이 점점 증가하고 있음을 보여주고 있다. 이는 앞에서 본 바와 같은 

특허청에서의 심사 및 심판기간 단축 노력과 관련이 있는 것으로 보인다.  

 일반법원에서 다루어지는 침해소송의 경우 각 지적재산권별 비율에 관한 

통계자료는 발견하지 못하였다.  

 

6. 법원에 있어 손해배상액을 인정하는 경우의 손해액의 인정수법 (재판례를 들어 

설명)  

 

 ○ 관련 법 규정  

특허법 제 128 조는 “손해액의 추정 등”이라는 표제아래 “① 특허권자 또는 

전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 

자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 

침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 

특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 

단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 

수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 

수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 

한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 

없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 

금액을 빼야 한다. ② 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 

배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 

그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. ③ 

특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 



전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 

청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 

특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 

있다. ④ 제 3 항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 

경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 

전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 

액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. ⑤ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 

침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 

위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 

제 1 항 내지 제 4 항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 

기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하고 있다. 

 이는 특허권 침해에 있어서는 침해행위와 인과관계가 있는 손해액의 입증이 

곤란한 경우가 많은 점을 감안하여 손해액 입증을 용이하게 하기 위해 특허권 침해에 

관한 손해액의 추정 및 간주규정을 마련한 것으로서, 이러한 손해배상액 산정의 

특칙은 실용신안법 제 45조(특허법에 대한 규정 준용), 상표법 제 46조, 디자인보호법 

제 64 조, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제 14 조의 2 등에서도 동일한 

취지로 규정하고 있다. 이하 위와 같은 규정을 특허법 및 기존의 판례를 중심으로 

간단히 살펴보기로 한다.  

 ○ 침해자의 판매수량과 특허권자의 이익 (제 1항)  

특허법 제 128조 제 1항은 특허권자의 일실이익, 즉 특허침해가 없었다면 얻을 수 

있었던 특허권자의 이익액을 산정하는 구체적인 방법에 관한 것으로, 침해행위를 

조성한 물건에 대한 양도수량에 침해가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었던 물건의 

단위 수량당 이익액을 곱하여 산출한 금액을 손해액으로 할 수 있도록 규정하고 있다. 

대법원은 위 규정이 신설(2001. 2. 3. 신설)되기 전인 1997. 9. 12. 선고 96 다 43119 

판결에서 이러한 손해배상액 산정기준을 이미 인정하고 있었는데, 위 판결은 또한 

비록 현행 특허법 제 128 조 제 2 항에 관한 것이기는 하지만 특허법의 특칙은 손해의 

발생까지를 추정하는 취지는 아니므로, 권리자가 위 규정의 적용을 받기 위해서는 

손해발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장․입증하여야 한다고 판시하였다.  

여기서 “침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었던 물건”이란 

문제된 특허발명을 실시하여 제조한 제품에 한정하는 것인가 아니면 그 물건에 

밀접하게 연관된 서비스의 제공도 포함하는 것인가가 문제되는데, 케이블 슬리브의 

열수축관에 관련된 특허침해사건에서 서울지방법원 2003. 12. 19. 선고 

2002 가합 51833 호 판결은 “슬리브 판매로 인한 이익액은 슬리브 공급가액의 10% 및 

현장 교육이나 기술지도 등으로 얻어지는 기타 이익액(슬리브 공급 가액의 대략 

10%)를 합산한 금액”이라는 취지의 주장에 대하여 특허권자의 현장교육이나 

기술지도는 침해행위 중에도 계속되었다는 이유로 슬리브 공급가액에 대한 

손해배상만을 인정하였다.  

나아가 단위수량당의 이익액에 관하여는 침해행위가 없었다면 특허권자가 판매할 

수 있었던 제품의 매상액에서 그 판매를 위하여 증가할 것이라고 인정되는 비용을 뺀 

한계이익으로 볼 것인가 아니면 총이익(gross profit)이나 순이익(net profit)으로 볼 



것인가가 문제되는데, 서울지방법원 남부지원 2003. 2. 13. 선고 96 가합 6616 호 

판결(서울고등법원 2003나 2122호로 항소 중), 2003. 2. 7. 선고 2001가합 8692호 및 

2001 가합 11162 호 판결(서울고등법원 2003 나 20147 호로 항소 중)에서는 한계이익 

내지는 증분이익(incermental profit)을 기준으로 판단하였다. 또 특허발명의 

실시부분이 침해품의 일부분에만 해당하는 경우에 있어서도 이 규정을 그대로 적용할 

것인가가 문제되는데, 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002 다 18244 판결은 저작재산권이 

침해된 사안에서 침해자가 그 물건을 제작․판매함으로써 얻은 전체 이익에서 

침해행위에 의한 기여도를 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 

하고, 기여율은 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 

양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가하여야 한다고 판시하였고, 서울지방법원 

2004. 1. 16. 선고 2001가합 173호 판결(서울고등법원 2004나 14033호로 항소 중)은 

저작권 침해에 의한 손해배상 사건에서 저작물의 이용정도가 약 80%에 그쳤음을 

이유로 하여 손해배상액 산정에 있어 80%만을 반영하였는바, 이러한 판결들은 

특허발명의 실시부분이 침해품의 일부에만 해당하는 경우에도 참고가 될 것이다.  

한편, 특허권자가 청구할 수 있는 손해액은 “특허권자 또는 전용실시권자가 

생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 

이익액을 곱한 금액”을 한도로 하는데, 위 규정에서 말하는 “생산할 수 있었던 

물건의 수량”과 관련하여 앞에서 본 서울지방법원 남부지원 2003. 2. 13. 선고 

96 가합 6616 호 판결, 2003. 2. 7. 선고 2001 가합 8692 호 및 2001 가합 11162 호 

판결에서는 제품을 수입하여 판매할 수량도 특허권자의 생산능력에 포함시켰다.  

특허법 제 128 조 제 1 항 단서는 “침해행위 외의 사유로 특허권자가 특허제품을 

판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그 수량에 따른 금액을 빼야 한다”고 규정하고 

있는데, “특허권자가 판매할 수 없었던 사정”의 의미에 관한  판례는 아직 보이지 

않고 학설은 ‘침해자의 영업노력’이나 ‘시장에서의 대체품의 존재’ 등이 이에 

포함된다고 보고 있다.  

○ 침해행위에 의해 받은 이익액의 손해액 추정 (제 2항) 

 특허법 제 128조 제 2항은 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정한다고 

규정하고 있는데, 여기서 이익에 관하여는 순이익설(net profit)과 총이익설(gross 

profit), 한계이익설 등이 대립되고 있고, 앞에서 본 서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 

2002 가합 30683 호 판결(서울고등법원 2004 나 21650 호로 항소 중)은 위 항에 기하여 

손해배상을 청구한 사안에서 침해자의 총매출액중 침해된 특허를 이용한 사료나 그 

관련 제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익에서 같은 비율에 따른 판매 

및 일반관리비(다만, 그 특허를 이용한 매출과 관계없이 고정적으로 지출되는 

임원급여와 감가상각비는 제외)를 공제하는 방식을 취하여 한계이익설을 채택하였다.   

   한편 앞에서 본 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다 43119 판결에서 판시한 바와 같이 이 

규정은 손해의 발생을 전제로 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정으로서 

침해자의 이익액으로부터 손해의 발생까지 추정하는 규정은 아니므로 손해의 발생은 

권리자가 입증하여야 한다.  

○ 통상실시료의 손해액 간주 (제 3항)  



특허법 제 128조 제 3항은 실시료 상당액을 손해의 액으로 할 수 있음을 규정하고 

있는데, 이는 권리자가 현실로 받은 손해, 즉 일실이익과 관계없이 받을 수 있는 

최저한의 배상액을 정한 것으로 해석되고 있다.  

이 규정과 관련하여 특허권을 실시하지 않고 있는 권리자는 이 규정에 의한 

손해배상의 청구가 불가능한 것인가 또는 침해자는 권리자에게 아무런 손해가 없음을 

주장하여 손해배상책임에서 벗어날 수 있는가가 문제되는바, 이 규정과 동일한 

상표법상의 규정에 대해서 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결은 위 제2항은 

제 1 항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 

주장․입증책임을 경감하는 규정이고 손해의 발생이 없는 경우에도 침해자에게 

손해배상책임을 인정하는 취지는 아니며, 침해자도 손해의 발생이 있을 수 없다는 

것을 주장․입증하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 전제한 다음, 상표권자가 

등록상표를 사용하여 수건 제조업 또는 판매업을 하고 있지 않았고, 또한 

전용사용권을 설정함으로써 그 범위 내에서는 피고의 등록상표 사용으로 인하여 

손해가 발생하였다고 볼 수 없으므로 상표권자의 청구를 배척한 것은 정당하다고 

판시하였다.  

○ 통상 실시료의 초과액 청구 (제 4항)  

위 제 3항은 입증이 용이한 실시료 상당액을 최저의 배상액으로 하여 우선 청구할 

수 있다는 것을 규정한 것이므로, 제 4 항 제 1 문은 실제 손해가 실시료 상당액을 

초과하는 경우에는 이를 입증하여 손해배상액을 청구할 수 있음을 규정하고 있다. 

나아가 제 2문은 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 

액을 정함에 있어 참작할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 제 3항의 실시료 상당액을 

초과하는 경우에 한하여 적용될 것이므로 이 규정을 근거로 하여 실시료 상당액보다 

적은 금액을 손해액으로 정할 수는 없다고 해석된다.  

○ 성질상 입증 곤란한 손해액의 인정 (제 5항)  

특허법 제 128조 제 5항은 손해 발생 사실은 인정되나 손해액 입증이 성질상 극히 

곤란한 경우에 제 1항 내지 제 4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 

결과에 기초하여 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있음을 규정한 것인데, 여기서 

“입증이 곤란한 경우”로는 침해자가 매입․매출 관계 서류를 전혀 작성하지 

아니하였거나 폐기한 경우 등의 사정으로 손해액의 입증을 위하여 필요한 사실의 

입증이 대단히 어려운 경우가 예시되고 있다.  

 

7. 법원에 있어 지적재산권의 유효성 판단의 가부와 그 효과 (재판례를 들어 설명)  

 

 특허법원에서 다루어지는 권리범위확인 사건에서 특허발명이 신규성이 없음이 

밝혀진다면 그 특허발명은 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상발명{종래 (가)호 

발명이라 불리던 것을 변경하였다}은 구체적 기술대비를 할 필요도 없이 그 

권리범위에 속하지 않는다는 것이 판례의 일관된 입장이다. 이 경우 법원이 그 

특허발명이 신규성이 없다고 판단하여 그 권리범위를 부정하더라도 그 특허발명이 

바로 무효로 되는 것은 아니다.  



한편 권리범위확인심판에서 특허발명이 진보성이 없다는 이유로 등록무효심결의 

확정 없이 그 권리범위를 부정할 수 있는지에 관하여는 대법원이 1998. 10. 27. 선고 

97후 2095 판결에서 부정할 수 없다는 입장을 취하였고 그 이후 대법원 및 특허법원의 

판결들도 일관되게 같은 태도를 취하고 있다.  

나아가 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000 후 235 판결은 “특허발명의 특허청구의 

기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 

구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 

없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 

특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 

직권으로 살펴 판단하여야 한다”고 판시하였고, 대법원 2001. 12. 27. 선고 

99 후 1973 판결은 실시가 불가능한 고안에 관하여 위와 같은 취지로 판시함으로써, 

특허발명이 신규성이 없는 경우 이외에도 명세서의 기재 불비 등으로 특허발명 자체의 

기술적 범위를 특정할 수 없거나 특허발명이 실시가 불가능한 경우에는 

권리범위확인심판에서 확인대상발명과의 기술대비에 들어가기에 앞서서 특허발명의 

기술적 범위를 부정할 수 있다는 태도를 취하고 있다.  

  한편, 특허침해사건을 취급하는 법원이 특허의 무효 여부에 관하여 판단할 수 

있는지에 관하여 종래 대법원은 “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 

별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 

특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 

확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 

있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다. 

등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 

심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 

특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 

아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 

진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 

할 수는 없다”고 판시함으로써 특허발명의 신규성이 없는 경우에 한하여 침해소송을 

다루는 법원은 특허의 권리범위를 인정할 수 없다는 태도를 취하여 왔다(대법원 1992. 

6. 2.자 91마 540 결정 참조). 

그런데 대법원은 2004. 10. 28. 선고 2000다 69194 판결에서, 일본의 킬비(キルビー) 

판결과 마찬가지로, “특허의 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 

특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 

대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 

때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 

권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”라고 설시함으로써, 특허발명의 진보성이 

없는 경우에도 침해소송법원이 등록된 발명 등의 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 

판시하였다(이에 관하여는 대법원이 종전의 판례를 변경하는 태도를 취하면서 이를 

전원합의체에서 판결하지 아니하고 소부에서 처리한 것은 문제가 있다는 비판이 있다). 

대법원이 위와 같이 설시한 이후, 서울고등법원은 2005. 1. 25. 선고 2003 나 8802 



특허권침해금지등사건에서 위 대법원 판결의 설시를 인용하여 ‘특허의 무효심결이 

확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 

있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 진보성 

결여 등 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 

등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것이다’라고 

전제한 다음, ‘이 사건 감광드럼에 대한 특허는 이 사건 특허가 속한 기술분야에서 

통상적인 지식을 가진 자가 이 사건 특허출원 당시의 주지관용된 기술수준을 기초로 

선행기술들 그 자체 혹은 이들의 결합을 통해서 용이하게 발명할 수 있는 것에 

불과하여, 진보성 결여의 무효사유가 있음이 분명하므로, 그 특허권에 기초한 원고의 

이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다’고 판시하였다.  

그러나 위와 같이 침해소송법원이 특허발명에 신규성 또는 진보성이 없다고 

판단한다 하더라도 이는 그 특허 자체의 등록을 무효로 하는 효과나  제 3 자적 효력은 

없는 것으로 보는 것이 일반적이다.  

나아가 침해소송법원이 특허발명의 진보성 여부까지 판단할 수 있다는 대법원의 

태도와 관련하여서는 심결취소소송과 특허침해소송이 별개의 법원에서 다루어지고 

있는 상황에서 양 법원에서 서로 다른 판단을 하는 경우 혼란이 초래될 수 있다는 

우려가 제기되고 있다.  

 

8. 법원에 있어 상표의 유사성이 다투어지는 경우의 판단수법 (재판례를 들어 설명)  

 

 대법원은 “상표의 유사 여부는 상표의 외관․호칭․관념을 일반 수요자나 거래자의 

입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인․혼동을 

일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관․호칭․관념 

중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표악 일반 수요자나 거래자가 

상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인․혼동을 피할 

수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 

호칭이나 관념이 유사하여 일반 소유자나 거래자가 오인․혼동하기 쉬운 경우에는 

유사상표라고 보아야 한다”(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후 3415 판결 등 다수)고 

판시하여 상표의 유사여부는 상표의 구성요소 전체적으로 느껴지는 일반 수요자의 

심리를 기준으로 하여야 함(전체관찰)을 원칙으로 하고 있다.  

그러나 대법원은 “상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 

특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 

인정되는 경우가 많고 그러한 경우에는 전체관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 

관찰하여 그 중심적인 식별력을 가진 부분, 즉 요부(要部)를 추출하여 2 개의 상표를 

대비함으로써 유사여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 

수단으로서 필요하다”(대법원 1994. 5. 24. 선고 94 후 265 판결)고 판시함으로써 

상표의 유사 여부판단에 있어 요부관찰의 필요성을 인정하면서 다만 요부관찰은 

전체관찰을 보완하는 관계에 있음을 명시하고 있다.  

따라서 판례는 전체관찰과 요부관찰은 서로 모순되는 개념이 아니라 요부관찰은 

전체관찰의 수단이자 결과라는 태도를 취하고 있다. 요부관찰에 있어서 중요한 것은 



상표의 요부를 파악하는 것인데, 실무상으로는 이는 상표의 구성부분 중 관용적인 

단어(회사명에 일반적으로 붙는 단어인 “주식회사, Corporation” 등), 지정상품의 

성질을 나타내는 단어(“뉴, new, great, power”등), 수식어(“Triple Crown”의 

“Triple”), 부가적 문자(“Plus, Super”) 등과 같이 식별력이 없거나 미약한 

부분을 제외하여 나가는 방법으로 이루어지고 있다.  

나아가 결합상표의 유사여부 판단과 관련하여 대법원은 “문자와 문자 또는 문자와 

도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 

호칭․관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 

여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 

의하여 간략하게 호칭․관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 

호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭․관념이 타인의 상표와 

동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다”고 판시하여(대법원 2000. 

10. 27. 선고 2000후 815 판결 등 다수) 결합상표의 경우 전체관찰에 대한 수정으로서 

각 구성부분을 분리하여 상표의 유사여부를 판단할 수 있음을 밝히고 있다.  

문제는 어떠한 경우에 분리관찰을 할 수 있느냐 하는 것인데, 일반적으로 위 

대법원 판례에서 설시한 바와 같이 상표의 “각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 

자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한” 

분리가 가능한 것으로 보아 분리관찰 하되, 다만 일련불가분적으로 구성된 

조어(대법원 2001. 11. 13. 선고 2001 후 1198 판결의 “NUTRACEUTICAL” 등), 결합의 

결과 독자적 의미를 갖는 단어 또는 결합의 결과 새로운 관념을 낳는 경우(대법원 

1999. 11. 23. 선고 99 후 2044 판결의 “DEEP-SEA” 등), 분리가 가능하다 할지라도 

각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우(대법원 2001. 

4. 27. 선고 2000후 2453 판결의 “AceLink” 등) 등에 있어서는 분리관찰이 적당하지 

않으므로 원칙으로 돌아가 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 유사판단을 하고 있고, 

그러한 실무로 인하여 상표의 유사 여부 판단의 원칙이라 할 수 있는 전체관찰의 

원칙이 훼손되고 있는 것은 아닌가 하는 의문이 제기되고 있다.  

 

9. 법원에 있어 지적재산권의 보호에 관해 주목받고 있는 문제점 또는 입법예정 등  

 

○ 앞의 1 번 질문에 대한 답변에서 살핀 바와 같이, 현재 한국의 특허소송제도는 

2원적 체제를 취하고 있다(이를 그림으로 도시하면 아래와 같다).  

 

 

(특허침해소송） 

전국의 지방법원

(지원 포함)의 

합의부 또는 

단독판사 

→

관할 고등법원 또는

지방법원의  

항소부 
 
 

     → 대법원 

(심결취소소송)   

 
특허심판원 → 특허법원 

  



 

○ 그런데 현재의 제도는 특허법원에서 심결취소소송에 대하여 신속한 심리가 

이루어지고 있다는 등의 장점에도 불구하고 동일한 기술과 관련된 분쟁을 서로 다른 

법원에서 심리함으로 인한 인력의 중복 배치, 판결의 모순․충돌의 가능성 등과 같은 

문제점으로 인하여 특허법원에 특허침해소송의 관할권까지 부여하여야 한다는 논의가 

있고, 이와 관련하여 2004. 11. 특허법원이 특허침해소송의 항소심을 관할하도록 하는 

내용의 법률안이 국회에 제출된바 있다.  

  ○ 한편, 대통령 산하 사법개혁추진위원회의 논의 결과 각 고등법원에 상고부를 

두어 상고사건을 처리하는 법안이 마련되었고 관련 법안이 현재 입법예고 중인바, 그 

법안에 의하면, 특허침해소송의 상고심은 소가가 5 억 이상인 사건은 대법원에서 

관할하고, 소가가 5억 미만인 사건은 5개 고등법원에 마련될 상고부에서 심리한 다음 

특별한 사유가 있는 경우에 한하여 대법원에 다시 심리할 수 있도록 하며, 

심결취소소송의 상고심은 특허의 경우에는 대법원에서 관할하고, 실용신안․의장․상표 

사건의 경우에는 서울고등법원에 마련될 상고부에서 심리한 다음 특별한 사유가 있는 

경우에 한하여 대법원에 다시 상고할 수 있도록 되어 있다(아래 도면 참조).  

 

→ (소가 5억 이상) → 

 
 

(소가 5억 미만) 
 

(특허침해소송） 

전국의 지방법원

(지원 포함)의 

합의부 또는 

단독판사 

→

관할 고등법원

또는  

지방법원 

항소부 →
5개의 고등법원 

상고부 
→ 

       

→       (특허)    →  

 

(실용신안ㆍ의장ㆍ상표) (심결취소소송) 특허심판원 → 특허법원 

→
서울고등법원의 

상고부 
→ 

대  

법  

원 

 

 그런데 이러한 입법안에 의하면 현재에는 대법원이 심결취소소송 및 특허침해소송의 

상고심을 관할하고 있어 최소한 최종심 단계에서는 통일적인 법해석이 가능하도록 

되어 있으나, 위와 같은 입법안이 시행될 경우 최종심마저도 권리의 종류 및 소가에 

따라 대법원과 고법 상고부로 관할이 나뉘어져 조기에 통일된 결론이 나오기 어려운 

상황이 될 것이 우려된다는 비판이 있다.  

 

10. 한국 법원에서 일본 법인이나 개인이 소송당사자가 될 경우에 문제되는 또는 

고려해야 할 점들.  

 



 ○ 기본적으로 소송당사자가 한국인이냐 외국인이냐에 따라 소송절차 및 결론에 

어떠한 차이가 있는 것은 아니고, 다만 송달절차에 있어 피고 등이 외국인인 경우 

송달기간이 장시간 소요되는 등의 문제점이 있을 수 있으나 그 경우에도 한국의 

대리인이 선임된 경우 그에게 송달하면 되므로 별 문제가 없다. 다만 한국과 일본의 

절차나 심리방법의 차이로 인하여 일본의 당사자가 곤란을 겪을 수는 있을 것으로 

보이므로 특허법원의 소송절차를 중심으로 양국 소송절차상 있을 수 있는 차이점에 

관하여 간단히 살펴보기로 한다. 

○ 특허법원의 소송절차  

특허법원의 소송절차는 일반 민사소송의 절차와 크게 다른 점은 없다. 특허 및 

실용신안 관계 사건의 경우 소장이 접수된 후 바로 변론기일이 지정되는 것이 아니라 

소장 및 답변서가 제출되고 당사자 쌍방이 2 회 정도의 준비서면을 제출․교환한 다음 

변론준비기일이 지정된다. 변론준비기일은 사건의 난이도에 따라 달라질 수는 있으나 

대부분의 사건에서 1 회로 종결되고 있는데, 그 기일에는 당사자로부터 기술설명을 

듣고 당사자들의 주장을 정리한다. 변론준비기일의 종결과 동시에 변론기일을 

지정하는데 변론기일은 대개 1 개월여 후로 지정되고 역시 거의 1 회에 종결된다. 

그리고 변론종결과 동시에 1개월 여 후로 선고기일을 지정하여 판결을 선고한다.  

한편, 의장 및 상표관계 사건의 경우 다른 절차는 위 특허 및 실용신안 사건과 

동일하고 다만 준비절차기일을 지정하지 않는다는 점에서 다르다. 이는 위 사건의 

경우 당사자의 기술설명 등을 들을 필요가 거의 없기 때문이다.  

○ 다음으로는 한국 특허법원의 심결취소소송의 특징적인 점에 관하여 간단히 

살펴본다.  

우선 무효심판과 정정청구와의 관계에 관하여 살펴보면, 무효심판사건이 계속 

중인 경우에는 무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 무효심판절차와 동시에 

진행되도록 하고 있고, 별도의 무효심판청구는 하지 못하도록 하고 있다(특허법 

제 133조의 2, 136조 1항 참조).  

그러나 특허법원 또는 대법원에서 무효심판사건에 대한 심결취소소송이 계속되고 

있는 경우에는 특허권자 등은 기간의 제한 없이 별도의 정정심판을 청구할 수 있는데, 

만약 심결취소소송이 대법원에서 계속 중에 정정심판이 확정되는 경우 대법원은 

정정심판에 소급효가 있고, 결과적으로 특허의 요지를 잘못 이해한 것으로 되며, 

판결의 기초가 된 행정처분이 후의 행정처분에 의해 변경된 것으로 보아 특허법원의 

판결을 파기환송하고 있다. 한편, 심결취소소송이 특허법원에 계속 중에 정정심판이 

확정된 경우에는 정정된 특허청구범위를 심리의 대상으로 하여, 무효이유의 유무에 

관하여 심리한다. 거꾸로 정정심판 또는 정정심판에 대한 심결취소소송이 계속 중에 

특허 등의 무효가 확정되는 경우 정정의 대상이 없는 것으로 되어 그 심판청구 또는 

소는 각하된다.  

 ○ 특허법원의 심리범위와 관련하여, 거절결정에 대한 심결취소소송과 같은 

결정계(사정계) 사건의 경우에는 제한설을 취하고 있고, 당사자계 사건의 경우에는 

무제한설을 취하고 있다. 따라서 특허 등의 무효심판 사건의 경우 심결에서 제출되지 

않은 증거라도 법원의 심결취소소송단계에서 제한 없이 제출할 수 있으므로, 새로운 



증거를 제출하기 위하여 별개의 심판청구를 할 필요는 없다(물론 그것이 법률상 

허용되는지 여부에 관하여는 별도로 검토할 필요가 있다).  

 



２－２ 中国 

 

（１）調査報告書 

 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程 兪 風雷 

 

中国の経済発展及びWTO加盟に伴い、中国の知財紛争裁判は国内外から注目を集めてい
る。中国では、自主的な知的財産権の創出を掲げる国の政策1が順調に進んでいて、ハイテ

ク企業を中心に特許出願が急増している。 
2005年の国際特許出願件数、世界全体は 13万 4,073件。2005年に中国（香港を含む）
が出願した国際特許の数は前年比 43.7％増の 2,452件となった。世界第 10位であるが、前
年比の伸び幅でみると中国は圧倒的に世界 1位になった2。 

2005年1-11月に全国の人民法院が受理した知的財産権民事事件の一審は1万2700件（前
年同期 26.94%増）で、知的財産権刑事事件は 3250 件（同比 28.21%増）である。2004 年
1-11月に人民法院が受理した知的財産権案件は三割近く増加した3。 
中国はWTO加盟以降、知的財産権の貿易関連の側面に関する規定（TRIPs）に従って、
特許、商標、著作権の主要三法を含め、関連法の改正が進み、知的財産権関連法は、ほぼ

整った状況となった。新たな行政規定や司法解釈も次々と発布され、2004年から一年半を
かかって、知的財産権保護強化キャンペーンが全国規模で展開された。 
一方、違法な模倣品・海賊版などについては、「町中に海賊版製品が氾濫しているのは、

中国のような大国にとってふさわしいことではない」4という指摘が聞こえる。中国政府の

取締強化にもかかわらず深刻な状況が続いていて、米ビジネス・ソフトウェア・アライア

ンス（BSA）は、2004年、アジアパシフィック地域において、海賊版ソフトウェアがメー
カーにもたらした被害総額は 80億ドルに上り、また、中国市場で流通するソフトウェアの
90％以上が海賊版であると指摘した。勿論、日系企業にも被害を及んでいる。 
このような状況から、中国の知的財産権問題の解決策について、中国と日本が経済分野

を始め、多方面でより緊密な関係を築いていく今日においては、裁判上の処理の事態を熟

知した上で、知的財産権紛争を解決していく工夫する必要があるといえる。 

 

司法と行政との役割分担 
中国の知的財産財権侵害案件が民事案件、行政案件、刑事案件に分けられて、知財権の

民事案件と刑事案件は人民法院が受理し、知財紛争処理は相応する行政機関も受理し、中

国の知財保護の司法と行政のルートを形成している。即ち、中国では権利侵害され、協議

                                            
1 拙稿「中国における企業従業者の発明権利帰属問題」企業と法創造 2巻 1号 2005年 9月 146頁 
2 世界知的所有権機関（WIPO）によると、第 1位はアメリカ（4万 5,111件）、第 2位は日本（2万 5,145
件）、第 3位はドイツ（1万 5,870件）となり、伸び率の順位は、中国に続くのは韓国で 33.6％。日本は
24.3％で第 3位となる。2000年からの 5年間における日本、韓国、中国の出願件数はそれぞれ 162％、
200％、212％の増加となっており、3カ国で世界全体の 24.1％を占めている。 
3 1月 5日に北京で行われた全国高級法院院長会議で明らかにした（知識産権報 2006年 1月 16日）。 
4 米通商代表部（USTR）のポートマン代表が北京を訪ねた時に厳しい口調で改善を求めたコメントを発
表した。 

 



を望まない又は協議が成立しなかった場合は、権利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、また行政管理部門に処理を求めることもできる。 
行政管理部門が処理する時、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。しかし、行政機関は直ちに権利侵害を停

止する必要があるか否かについて決定することができるが、損害賠償金額について決定

する権利がない。当事者が不服の場合人民法院に訴えを提起することができる。 
また、知財刑事案件は公訴案件と自訴案件に分けられる。 
1998年～2004年、全国結審した知財権民事案件の一審案件は 38,228件である。1987年
以来、全国の人民法院がすべて結審した知財権行政一審案件は 1,654 件である。その中に
は主に特許権再審案件および特許権無効案件と商標権再審案件または商標権取消案件であ

る。 
2004年、全国の人民法院がすべて結審した知財権民事案件の一審案件は 8,332件、結審
した知的財産権刑事案件の一審案件は 385件、結審した知財権の行政一審案件は 549件で
ある。2004年に全国の裁判所が結審した知財権の民事一審案件、刑事一審案件と行政一審
案件のそれぞれ占める割合は、89.92%、4.15%と 5.92%である。 
 
知財裁判官及び知財代理人の専門性 

中国の法的には、知財権案件を担当する裁判官の適任資格について具体的な規定がなく、

その資格は一般の裁判官の資格と同じものである。しかし知的財産権案件の専門性が強い

ため、中国各級の裁判所は知財権裁判官の学歴条件を重視する同時に、知財権裁判官の専

門知識の背景にも重視している。 
中国各地の裁判所は知財裁判官の育成訓練を重視していて、多くの裁判所は毎年具体的

な養成計画があり、他の専門裁判官と比べて、知財権裁判官が外国へ研修、考察機会は相

対的に多い。しかしながら、これらの育成訓練、研修が主に知財権関連法を学ぶもので、

理工科専門知識に関するものが少ないである。 
中国では、訴訟を参加する代理人は、弁護士と一般市民の二つ類別に分けられている。

弁護士、当事者の近親族、関連社会団体あるいは所属組織から推薦した者、人民法院の

許可したその他の公民は、すべて訴訟代理人として依頼されることができる。 
技術問題に関連する際、会社の技術者も公民代理人の身分として案件の訴訟に参加する

ことができるので、これらの代理人は案件とかかわる技術の研究開発に参与する技術者で

あるの可能性もある。 
中国特許（専利）の割合 

中国の特許（専利）には発明、実用新案、意匠の三種類が含まれるが、2004 年に 4,019
件に過ぎなかった発明特許の出願件数は 7,590件となり、実に 89％という大幅増となった
ことが 2005年の特徴である5。 
また、2005年の「三種専利」合計出願件数は 38万 3,157件に達している6。 
 

                                            
5 知識産権局はこれを「大企業の技術革新能力が大きく向上したことの表れ」とみている。 
6 国家知的財産権局（知識産権局）が発表した 2005年特許出願件数より 

 



2005年 専利（発明、実用新案、意匠）出願件数 

 発明特許 実用新案 意匠 合計 

国内 93,485  138,085  151,587  383,157   

国外 79,842  1,481  11,784  93,107   

 

（出典：知識産権局Web） 
2005年の特許統計によると、地域別で特に目立ったのは広東省深圳市、その中に出願件
数が最も多かったのは華為技術、それに富士康（Foxconn）、中興通訊（ZTE）と続き、上
位 10社の特許出願件数は深圳市全体の 53.5％を占める。華為技術など大手企業の出願件数
が全体に占める割合が過半数に達したことも注目される。しかしこれは、裏を返せば中小

企業の特許に対する意識の低下とも考えられることから、中小企業の知的財産権意識を向

上させることが課題といえる。 
 
各知的財産権案件の割合 

2003年の中国における発明、実用新案、意匠の出願総件数は 30万件を超え、2003年に
人民法院が受理した特許関連訴訟（第一審）は約 2,300件にも達し、その内 7割は特許侵
害訴訟である。 

2004年、全国的に受理した知財民事一審案件は9,329件である。その中に特許権案件2,549
件、著作権案件 4,264件、商標権案件 1,325件、技術契約案件 630件、植物新品種案件 172
件、その他の知財案件 383件。特許案件、著作権案件、商標案件、技術契約案件、植物新
品種案件とその他の知財案件との占める割合はそれぞれ 27.32％、45.71％、14.20％、6.75％、
1.84％、4.11％である。2004 年に全国の裁判所が受理した知財行政一審案件は 526 件、そ
の中に特許案件、著作権案件、商標案件、技術契約案件、植物新品種案件とその他の知財

権案件との占める割合はそれぞれ 71.67％、26.81％、1.52％である。 
2004年、全国の裁判所が受理した知財権民事二審案件と再審案件は合計 2,876件である。 

 



 

有効性の判断 

特許権侵害の民事訴訟において、法院は事件に関わる特許権の有効性を直接的に審査す

る権利がない。中国では、特許権は国家知識財産権局に授与されている。特許権付与を公

告した日から、如何なる単位又は個人も当該特許権の付与が特許法の関係規定に符合して

いないことを認めた場合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するように請求する

ことができる。 
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ヵ月以内に、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起することがで
き、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。北京市第一中級人民法院の判決結果に不服する場合、北

京市高級人民法院へ上訴することができるが、北京市高級人民法院の判決は最終判決であ

る。 
 

損害賠償の認定手法  

損害賠償額の確定には、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

害によって獲得した利益に基づき確定する。確定し難い場合、特許許諾使用料の倍数を

参照して合理的に確定することができる以外、裁判所は直接的に権利侵害行為の性質及

び情状によって50万元以下の賠償額を下すことができる。 
不法行為を制止するために支払った合理的な費用および国の関係部門の規定に合致す

る弁護士費用をも侵害者に負担させることができる。 
権利者の損失あるいは権利侵害者の利益の具体的な計算は、当事者が提供する証拠によ

って計算する。関連しているのは販売契約、財務の資料などを含めて証拠が非常に多い、

当事者が共同の認識に達することができなくて、しかも裁判官が権利者の損失あるいは権

利侵害者の利益を確定しにくい時に、監査機関に依頼して監査を行い、権利者の具体な損

失或いは侵害者の具体的な利益を確定する。 
 

知財立法動向 

現在、特許の権利侵害の問題を対応して、「特許権紛争案件の若干問題に関する規定」

という司法解釈の草案を検討中である。「商標と商号の権利衝突に関連する民事紛争案件の

審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」、「MTV(ミュージックＴＶ)関連著作権
の民事紛糾案件審理への法律適用の若干の問題に関する解釈」、「不正競争民事案件の審理

における法律適用の若干の問題に関する意見」、「植物新品種の権利侵害紛争案件の審理に

関する意見」、「植物新品種の権利紛争事件の審理に関する指導意見」など司法解釈と指導

性意見を最高人民法院は制定している。 
その他に、中国特許法の第三回改正の準備作業はすでにスタートし、国家知識産権局が

関係専門家を集めて、特許出願手続きの合理化、発明と実用新案特許の新規性基準と進歩

性基準、既存技術の定義と新規性存続期間、授与特許権の範囲、生物遺伝資源の出所の公

表、意匠特許の授与基準、特許権侵害の判断基準、間接侵害、特許の行政執行、統一の特

許或いは知的財産権上訴裁判所の設立などの問題を研究している。また、知的財産権法の

 



法典化に向けた動き、知的財産権と民法典の編纂7などにも話題を呼んでいる。 
 
日本企業の対処法 

① 訴訟代理人の依頼 

中国知的財産権の訴訟経験を有している弁護士を依頼すべきである。 

② 訴訟受理法院の確定 

特許紛争の第一審事件は、各省、自治区、直轄市の人民政府所在地の中級人民法院と最

高人民法院が指定した中級人民法院によって管轄される。著作権、商標民事紛争の第一審

事件は、中級以上の人民法院によって管轄される。 

③ 証拠の提供  

中国領域以外に形成された証拠であれば、所在国の公証機関により証明され、且つ、当

該国駐中国の大使舘または領事舘により認証されるものである。 

④ 訴訟前の権利侵害の差し止め 

補い難い損害を避けるために、特許法、商標法と著作権法には、すべて訴訟前における

権利侵害の差し止め制度が設けられた。  
2005 年 1-11 月にかけて、人民法院は知的財産権案件に関し、法律に基づいて訴訟前の
臨時措置を用い、権利侵害行為を即時停止し、権利人の損失拡大を効果的に防止した。訴

訟前の禁止措置や証拠保全の実行率はそれぞれ 88.89％と 76.2％。知的財産権事件の調停に
よる訴訟撤回率は 58.38％、再審案件はわずか 41件となっている8。 
 

おわりにかえて 

日中両国は相互に理解しあえる国となる為に、知的財産権の関係も国家間の一つの大きな

課題9となっている。この問題を解決するにあたり、中国知的財産権の民事裁判における質

や効率はさらに高まり、社会全体が知的財産権の司法保護にさらなる関心と信頼を寄せて

いくのを期待している。 
また、中国の知的財産権戦略制定など立法作業に対して、海外の経験を積極的に学び、

各国の意見を広く求めるべきであろう。 
以上 

 

 

 

                                            
7 拙稿「中国の民法典編纂における知的財産権を巡る議論」法研論集 111号 2004年 9月 215頁 
8 知識産権報 2006年 1月 16日 
9 高林龍教授の「知的財産権保護というのは、自国の利益だけを守るためのものではなく、普遍的なも
の。それを適切に守ることで人類全体が豊かになる」という発想が有益ではないかと考えている。 

 



（２）カントリーレポート 
 

中国上海市高級人民法院知的財産権法廷裁判官 張 暁都 
翻訳：兪 風雷 

 
一、知的財産関連紛糾の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担 

   
中国の知的財産権関連諸法には、すべて知的財産権侵害の民事責任、行政責任と刑事責

任を定めて、それに応じて知的財産財権侵害案件が民事案件、行政案件、刑事案件に分け

られて、知財権の民事案件と刑事案件は裁判所が受理し、知財行政案件は相応する行政機

関が受理するために、中国知財保護においては司法と行政のルートを形成している。もち

ろん、当事者が行政機関の処罰決定に対して不服とする場合は、その行政処罰決定を裁判

所へ行政訴訟を提出することができ、行政機関は知財行政案件の行政処罰に対して裁判所

の司法審査を受け入れなければならない他に、行政機関は知財行政案件を処理する際、一

般的に、知財権関連諸法には権利侵害に対し、行政機関は権利侵害者に対し直ちに権利侵

害行為を停止するように命じることができる。当事者がこれに対して不服とする場合は、

行政訴訟を提出すことができ、行政機関は知財行政案件を処理する際、当事者の請求に応

じて、損害賠償金額を仲裁することができるが、該当仲裁は行政機関の裁量行為に過ぎな

い、強制執行力を持たないので、当事者が後悔することできるが、行政機関の仲裁に対し

て行政訴訟を提出してはならない。 
民事案件において告訴しないと受理しない原則に従い、知財権の民事違法行為が存在す

れば、権利者が裁判所に民事訴訟を提出することができ、民事訴訟においては、主張者が

挙証する為、挙証責任を当事者に課される。行政案件は関連行政機関の職権に従って調査

処理するので、知財権利者が行政機関に行政違法行為を告発し、または法に反する手がか

りを提供すべきである。知財権利者が行政機関へ知財権の権利侵害紛糾について処理を行

うように申請することができ、但し前述したように、行政機関は直ちに権利侵害を停止す

る必要があるか否かについて決定することができるが、損害賠償金額について決定する権

利がない。知財刑事案件は公訴案件と自訴案件に分けられる。公訴案件は公安機関から立

案、偵察して、法に基づいて刑事責任を問うべき場合は、検察機関に公訴を提起するよう

に要請する。社会と国家利益に深刻な危害に及ばない知財侵害犯罪に対し、被害者が直接

裁判所に提訴することができる。当事者がすでに公安、検察機関に届けを出した場合、検

察機関は起訴しないと決定した案件に対しては、被害者も裁判所に直接提訴することがで

きる。 
特許案件においては、『特許法』第 57条の第 1項に次のように定めた。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。 
第 58 条には、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責任を持って是正を命じかつ公告を出し、違法所得を没収し、かつ違

法所得の 3倍以下の罰金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
罰金に処すことができ、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及すると定める。  
第 59条には、非特許製品を非特許製品と偽る、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責任を持って是正を命じかつ公告を出し、5 万元以下の罰金に
処すことができると定める。 
その他に、また『特許法の実施細則』第 79条に、特許法第 57条に規定するものを除き、
特許事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、以下の特許紛争について調停することも

できなければならない。 
（１）特許出願権及び特許権帰属の紛争 
（２）発明者、考案者資格の紛争 
（３）職務発明の発明者、考案者の奨励及び報酬の紛争 
（４）発明特許を公開した後、特許権を付与する前に発明を使用し、且つ適切な費用を

支払わない紛争 
前項の第 4に列挙する紛争について、特許権者が特許事務を管理する部門に調停を請求
する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならないと定める。 
商標案件について、『商標法』第 53 条に、本法第 52 条に定める登録商標専用権を侵害
する行為の一つがある場合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成

立しない場合は、商標登録権者又は利害関係人は人民法院に訴えを提起でき、また工商行

政管理部門に処理を請求することができる。工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場

合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用す

る器具を没収、廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる。当事者は処理に不服があると

きは、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」により人民
法院に訴えを提起することができる。権利侵害人が期間内に訴訟を提起せず、かつ決定を

履行しないときは、工商行政管理部門は人民法院に強制執行を請求することができる。処

理を担当する工商行政管理部門は当事者の請求により、商標専用権侵害の賠償金額につい

て調停することができる。調停が不調の場合、当事者は「中華人民共和国行政訴訟法」に

より人民法院に訴えを提起することができる。 
第 54 条は、登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律より調
査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機関移送し法により処

理すると定める。 
第 59条は、商標登録者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、
当該行為が犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を



追求する。 
他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、若しくはその偽造し、無断で製造した

登録商標の標章を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、

法により刑事責任を追及する。 
登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売することにより犯罪を構成する場合は、

被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及すると定める。 
その他に、『商標法実施条例』第 51条に、登録商標の専用権の侵害について、何人も工
商行政管理部門に提訴又は告発することができると規定する。 
第 52 条に、登録商標の専用権を侵害する行為に対する罰金額は、不法所得の 3 倍以下
とする。不法所得が算出しがたい場合、罰金額は 10万元以下とすると定める。 
著作権案件について、『著作権法』第 46条次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合に
は、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪 、損害賠償等の民事責任を負わなければな
らない。 

(一) 著作権者の許諾を得ずに、その著作物を公表した場合 
(二) 共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した著作物を自ら単独で創作した著
作物として公表した場合 

(三) 創作に参加せずに、個人の名誉と利益のために、他人の著作物に氏名を表示した
場合 

(四) 他人の著作物を歪曲、改ざんした場合 
(五) 他人の著作物を盗用した場合 
(六) 著作権者の許諾を得ずに、展示、映画の撮影製作、及び映画の撮影製作に類する
方法により著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により著作物を使用した

場合、但し本法に別途規定がある場合はこの限りでない。 
(七) 他人の著作物を使用し、報酬を支払わねばならないにもかかわらず、それを支払
わなかった場合 

(八) 映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、コンピュ
ータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、或いは著作隣接権の許諾を得ずに、そ

の著作物又は録音録画製品を貸与した場合、但し本法に別途規定がある場合はこの限

りでない。 
(九) 出版者の許諾を得ずに、その出版された図書・定期刊行物のレイアウトデザイン
を使用した場合 

(十) 実演者の許諾を得ずに、現場から生放送又は現場の実演を公開中継した場合、或
いはその実演を収録した場合 

(十一) 著作権及び著作隣接権にかかるその他の侵害行為 
第 47 条で次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影
響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益を損

害したものは、著作権行政管理部門がその権利侵害行為の停止を命じ違法所得を没収し、

権利侵害にかかる複製品を没収、破棄し、かつ罰金に処することができる。情状が深刻な

場合には、著作権行政管理部門は、更に主に権利侵害にかかる複製品の制作に用いられた

材料、工具、設備等を没収することもできる。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任



を追及する。 
(一) 著作権者の許諾を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、放映、放送、編集し、
情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合はこ

の限りでない。 
(二) 他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合 
(三) 実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行し、或
いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合

はこの限りでない。 
(四) 録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、或
いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合

はこの限りでない。 
(五) 許諾を得ずにラジオ・テレビ番組を放送又は複製した場合。但し本法に別途規定
がある場合はこの限りでない。 

(六) 著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物や録音録画製品
等に採用している著作権又は著作隣接権を保護するための技術的措置を故意に回避

し、或いは破壊した場合、但し法律・行政法規に別段の定めがある場合はこの限りで

ない。 
(七) 著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、著作物や録音録画製品等の権利を管
理するための電子情報を故意に削除或いは改変した場合、但し法律・行政法規に別段

の定めがある場合はこの限りでない。 
(八) 他人の氏名表示を詐称した著作物を製作、販売した場合 
その他に、『著作権法実施条例』第 36 条：著作権法第 47 条に掲げる権利侵害行為があ
ると共に、社会公共利益を害する場合には、著作権行政管理部門は不法所得の 3倍以下の
罰金を課すことができる。不法所得が算出しがたい場合には、10万元以下の罰金を課すこ
とができる。 
また、不正競争防止法、植物新品種保護条例と集積回路配置図設計保護条例などの中に

もすべて前述したような類似する条文を設けている。 
『刑法』の規定によると、知財犯罪は他人の登録商標詐称罪、詐称登録商標の商品販売

罪、不法製造・販売不法製造の登録商標標識罪、特許詐称罪、著作権侵害罪、販売不法複

製品罪と商業秘密侵害罪などの 7種類犯罪を含む。その他に、刑法に定めた生産・販売劣
悪商品罪と不法経営罪にも知的財産権犯罪に関連する。 

 
二、裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度 

 
中国『裁判官法』によると、裁判官職を就くものは大学の法律専攻卒業生あるいは大学

の非法律専攻の卒業生が法律専門知識を持ち、且つ法律に関する仕事を満二年従事したも

のとしていて、その中には高級人民法院、最高人民法院裁判官職を就くものは、法律に関

する仕事を満三年従事したものである。法律専攻の修士号、博士号を獲得したあるいは非

法律専攻の修士号、博士号を取得したものが法律の専門知識を持ち、且つ法律に関する仕

事を満一年従事したものとしていて、その中には高級人民法院、最高人民法院裁判官を担



当するものが、法律に関する仕事を満二年従事するべきである。『裁判官法』が施行する前

に（2002年 1月 1日以前）裁判官が前述条件を備えない場合、育成訓練を受けるべき、具
体的な方法は最高人民法院が制定するが、定められた学歴条件の適用に対して確かに困難

がある場合、最高人民法院の審査を経て、一定の期限内に、裁判官の学歴条件を短大の法

律専攻する卒業生に緩めることができる。 
中国の法的には、知財権案件を担当する裁判官の適任資格について具体的な規定がなく、

その資格は一般の裁判官の資格と同じものである。しかし知的財産権案件の専門性が強い

ため、中国各級の裁判所は知財権裁判官の学歴条件を重視する同時に、知財権裁判官の専

門知識の背景にも重視している。一部の知財裁判官は理工科の知識背景を持ち、大学の学

部もしくは、大学院の理工科専攻でもある。現在法的には知財裁判官の専門知識背景或い

は専門の知識背景を持つ裁判官の占める割合について一律的な規定が存在していない。 
中国各地の裁判所は裁判官の育成訓練を重視していて、知財権裁判官の育成訓練にも例

外でない。多くの裁判所は毎年具体的な養成計画があり、他の専門裁判官と比べて、知財

権裁判官が外国へ研修、考察機会は相対的に多い。しかしながら、これらの育成訓練、研

修が主に知財権関連法を学ぶもので、理工科専門知識に関するものが少ないである。 
『民事訴訟法』第 72条により、裁判所は専門性問題について鑑定の必要とする場合、法
定鑑定部門に渡して鑑定を行うべきである。法定鑑定部門がない場合は、人民法院の指定

する鑑定部門に鑑定する。知財権案件が専門技術問題に関連するので、専門技術問題に対

する裁判官の知識不足を補うために、専門技術問題について、裁判所は相応する技術鑑定

部門を依頼して鑑定を行うことができる。もちろん、鑑定材料は当事者の検証を受け、鑑

定結論も当事者の検証を受けるほかに、鑑定員が法廷に出頭して当事者の質問に答えなけ

ればならない。鑑定員が特殊な原因のため法廷に出頭できない際、裁判所の許可得て、書

面で当事者の質問を返答することができる。案件の具体的な情況によって、時には、裁判

所は具体的な技術問題を技術専門家に依頼して意見を問合せすることができ、開廷する時、

双方の当事者から技術専門家が出した諮問意見に対して検証し、または技術的専門家が法

廷に出頭して双方当事者の質問に返答させることもできる。 
2002年 4月 1日から施行された最高人民法院「民事訴訟における証拠に関する若干規定」
では「専門家証人」制度を確立した。「民事訴訟における証拠に関する若干規定」第 61条
によると、当事者は裁判所に 1～2名の専門知識を持つ人員が法廷に出頭して案件の専門性
問題について説明を要請することができる。裁判官と当事者が出廷する専門知識を持つ人

員に対して質問することができ、当事者が各自に招聘した専門知識を持つ人員が案件の関

連問題についてお互い質問することもできる。鑑定員が出廷する際に、専門の知識を持つ

人員は鑑定員に対して質問を行うことができる。知財権案件の当事者が前述規定に基づき、

関連する専門家証人を招聘し、法廷で関連専門技術問題を説明させる。実際の審理におい

ては、ある裁判所は双方当事者がそれぞれ専門家証人を招聘する場合、裁判所はさらに中

立にたつ専門家証人を招聘して、裁判官に、専門性技術問題の理解を深めるために役立つ。 
その他に、具体的な司法実務において、専門性が強い知的財産権案件に対して、時には

裁判所が技術専門家を招聘して陪審員として、裁判官と合議廷を構成し、直接に案件の審

理を参加する。 
 



三、司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度 

 
『民事訴訟法』第 58条によると、案件の当事者が 1～2人を訴訟代理人として依頼する
ことができる。弁護士、当事者の近親族、関連社会団体あるいは所属組織から推薦した者、

人民法院の許可したその他の公民は、すべて訴訟代理人として依頼されることができる。

従って、中国では、訴訟を参加する代理人は、弁護士と一般市民の二つ類別に分けられて

いる。 
『弁護士法』第六条によると、大学の法律専攻学士以上の学歴を持つ者、あるいは大学

のその他の専門の学士以上の学歴を持ち、且つ法律の専門知識を有する者が、国家司法考

試を合格して、弁護士執業資格を得ることができる。前述した法定学歴条件の適用に対し

て確かに困難がある地方において、最高人民法院の審査を経て、一定の期限内に、裁判官

の学歴条件を短大の法律専攻する卒業生に緩めることができる。法的には知的財産権案件

の訴訟代理弁護士に特別な条件が定めてないため、弁護士の執業許可があれば、当事者の

依頼を受け、すべての弁護士が当事者の代理人として知財案件の訴訟に参加することがで

きる。現状から見ると、中国には徐々に、いくつか専門性がある主に知財権案件を代理す

る弁護士事務所、又は知財権案件を主に代理する弁護士が現れたが、全体的に、中国の弁

護士事務所の専門分業はまだ明確にしてないので、弁護士の専門分業が明確でない。 
弁護士職業の魅力により、一部の理工科専門の大学生が司法試験を受けて弁護士執業資

格を得て、弁護士の仲間に入った。これらの理工科知識背景を有する弁護士は知財権案件

の訴訟代理人になる可能性があるが、しかし現在具体的な統計データ資料が存在しない。

通常には、理工科の知識背景を有する弁護士は知財案件を代理する願望が更に強いはずで

ある。 
特許案件は、司法実務において、弁理士は往々当事者の代理人として訴訟に参加する。

弁理士の代理は公民代理と釈明すべき、公民代理の中に比較的特殊な一種である。『特許代

理条例』の規定により、大学の理工科専門の卒業生（あるいは同等な学歴を持つ者）が、

国家知的財産権局の弁理士資格試験を受けて、「弁理士資格証明書」を得られる。そのため、

弁理士はすべて特定の専門知識があって、訴訟代理人として特許案件訴訟に参加すること

は、関連する技術問題を明らかにするに対して良い役割を果たす。 
技術問題に関連する際、会社の技術者も公民代理人の身分として案件の訴訟に参加する

ことができるので、これらの代理人は案件とかかわる技術の研究開発に参与する技術者で

あるの可能性もある。 
 
四、司法裁判所における知的財産権関連訴訟の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合 

 
1998年～2004年、全国の人民法院が結審した知財権民事案件の一審案件は 38,228件、
結審した知的財産権刑事案件の一審案件（劣悪商品販売罪および不法経営罪の中に知的財

産権犯罪に関連するものを含まない）は 2,057件である。1987年以来、全国の人民法院が
すべて結審した知財権行政一審案件は 1,654 件、その中には主に特許権の再審案件、特許
権無効案件又は商標権の再審案件、商標権の取消案件である。 

2004年、全国の人民法院がすべて結審した知財権民事案件の一審案件は 8,332件、結審



した知的財産権刑事案件の一審案件（劣悪商品販売罪および不法経営罪の中に知的財産権

犯罪に関連するものを含まない）は 385件、結審した知財権の行政一審案件は 549件であ
る。2004年に全国の裁判所が結審した知財権の民事一審案件、刑事一審案件と行政一審案
件のそれぞれ占める割合は、89.92%、4.15%と 5.92%である。 
その他、2004年末まで、全国各地の特許管理部門はすべて特許紛糾案件 12,058件を受理
し、10,411件審決を下して、審決率は 86.3％に達する。2004年に特許権紛糾案件 1,455件
を受理し、1,215件の審決を下した、特許詐称案件 3,965件を調査・処分し、他人の特許を
偽称する案件 358件を調査・処分した。 

2001年～2004年、全国各地の工商行政管理局が各類の商標違法案件、合計 16.96万件を
調査、処分し、その中に商標の一般違法案件は 5.66万件、商標権偽称案件は 11.3万件であ
る。2004年に各類の商標違法案件 51,851件を調査、処分し、その中に商標の一般違法案件
11,680件、商標権偽称案件 40171件である。 
不完全な統計によると、1995年～2004年、各地の版権行政管理部門は権利侵害案件51,368
件を受理して、49,983件審決を下した。2004年に権利侵害案件 9,691件を受理して、9,499
件の審決を下した。 

2001 年から、国家は 12 の省市を選んで植物新品種保護の法的執行モデル地域として始
め、そして一歩一歩全国的に展開する。2004年末まで、全国的に 17の省（自治区、直轄
市）には農業植物新品種の権利侵害と偽称案件 863件を調査、処分した。 

 
五、司法裁判所におけるが知的財産関連訴訟において争われる各知的財産権の割合 

 
1985年～2004年、全国の地方裁判所が受理した各種の一審知財民事案件は 69,636件で
ある。その中に特許案件 18,654件、著作権案件 14,708件、商標権案件 6,629件、技術契約
案件 21,277件、その他の知財案件（植物新品種案件を含む）8,368件である。特許案件、
著作権案件、商標権案件、技術契約案件およびその他の知財案件（植物新品種案件を含む）

の占める割合はそれぞれ 26.79％、21.12％、9.52％、30.55％、12.02％である。 
2003年、全国の裁判所が受理した知財民事一審案件は 6,983件である。その中、特許案
件 2,110件、著作権案件 2,493件、商標権案件 926件、技術契約案件 1,105件、植物新品種
案件 100件、その他の知財案件 249件である。特許案件、著作権案件、商標権案件、技術
契約案件、植物新品種案件とその他の知財案件の占める割合はそれぞれ 30.22%、35.70%、
13.26%、15.82%、1.43%、3.57%である。 

2003年、全国の裁判所が受理した知財民事二審案件は 2,237件である。知財民事再審案
件 51件を受理した。 

2004年、全国的に受理した知財民事一審案件は9,329件である。その中に特許権案件2,549
件、著作権案件 4,264件、商標権案件 1,325件、技術契約案件 630件、植物新品種案件 172
件、その他の知財案件 383件。特許案件、著作権案件、商標案件、技術契約案件、植物新
品種案件とその他の知財案件との占める割合はそれぞれ 27.32％、45.71％、14.20％、6.75
％、1.84％、4.11％である。 

2004年、全国の裁判所が受理した知財権民事二審案件と再審案件は合計 2876件である。 
2004年に全国の裁判所が受理した知財権侵害犯罪案件は合計 387件である。その中に商



標犯罪が 82.94%を占め、商業秘密侵害犯罪が 13.43%を占める。2004年に全国の裁判所が
結審した劣悪商品製造,販売案件は 932件、結審した不法経営案件 1,434件で、この二種類
犯罪に大部分は知財権侵害犯罪に属する。 

2004年に全国の裁判所が受理した知財行政一審案件は 526件、その中に特許案件、著作
権案件、商標案件、技術契約案件、植物新品種案件とその他の知財権案件との占める割合

はそれぞれ 71.67％、26.81％、1.52％である。 
 
六、司法裁判所において損害賠償を認定する場合の賠償額の認定手法 

 
知的財産権侵害の損害賠償額の確定には、まず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、特許権侵害案件におい

て特許許諾使用料の倍数を参照して合理的に確定することができる以外、裁判所は直接的

に権利侵害行為の性質及び情状によって 50万元以下の賠償額を下すことができる。不法行
為を制止するために支払った合理的な費用および国の関係部門の規定に合致する弁護士費

用をも侵害者に負担させることができる。 
権利者の損失あるいは権利侵害者の利益の具体的な計算は、当事者が提供する証拠によ

って計算する。関連しているのは販売契約、財務の資料などを含めて証拠が非常に多い、

当事者が共同の認識に達することができなくて、しかも裁判官が権利者の損失あるいは権

利侵害者の利益を確定しにくい時に、監査機関に依頼して監査を行い、権利者の具体な損

失或いは侵害者の具体的な利益の確定に助ける。 
（一）法律、司法解釈には特許権侵害に対して損害賠償額の確定に関する規定 
特許法第 60条に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、合理的に確定すると定める。 
最高人民法院「特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」第 20条には、人民
法院が特許法第 57条第 1項の規定に従って権利侵害者の賠償責任を追及する場合、権利者
の請求によって、権利者の権利が侵害された損害額或いは権利侵害者が権利侵害によって

取得した利益額に基づき賠償金額を確定することができる。 
権利者の権利が侵害された損害は，権利侵害により減少した特許権者の特許製品の販売

総数と特許製品の合理的な利潤との積により計算する。権利者の減少した販売総数の確定

が難しい場合、権利侵害製品の市場販売総数と特許製品の合理的利潤との積を、権利者の

権利が侵害されて受けた損害とみなすことができる。 
権利侵害者が権利侵害によって取得した利益は、当該権利侵害製品の市場販売総数と権

利侵害製品の合理的な利潤との積により計算する。権利侵害者が権利侵害により取得した

利益は、一般に権利侵害者の営業利潤により計算し、完全に権利侵害を業とする権利侵害

者に対しては、販売利潤により計算することができると規定する。 
第 21条には、被害者の損害又は侵害者の利益を確定することが難しく、特許許諾使用料
を参照できる場合は、人民法院は特許権の種類、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状、



特許許諾使用料の金額、当該特許許諾の性質、範囲、時間などの要素を考慮し、当該特許

許諾使用料の 1倍から 3倍を参照して合理的に賠償金額を確定することができる。特許許
諾使用料の参考ができない場合、又は特許許諾使用料が明らかに合理的でない場合、人民

法院は特許権の種類、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状などの要素に基づいて、一般

に人民元 5000元以上 30万元以下の範囲内で賠償金額を確定することができるが、最大で
も人民元 50万元を超過してはならないと定める。 
第 22条には、人民法院は権利者の請求及び具体的な案件の状況に基づいて、権利者が権
利侵害行為を調査、制止する際に支払った合理的な費用を、賠償金額範囲内に算入するこ

とができると規定する。 
（二）法律、司法解釈には商標権侵害に対して損害賠償額の確定に関する規定 
『商標法』第五十六条には、商標専用権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に

侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害

者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。 
前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失を確定

することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状により 50万元以下の損害賠償
を命ずると定める。 
最高人民法院の｢商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈｣第

13条に、人民法院が商標法第 56条第 1項の規定に基づき、権利侵害者の賠償責任を決定
する際には、権利者が選択した算出方法に基づいて賠償額を算出することができる。 
第 14条に、商標法第 56条第 1項に規定する侵害により取得した利益は、侵害商品の販
売量に当該商品の単位利益を乗じて算出することができる。当該商品の単位利益が明らか

でない場合は、登録商標商品の単位利益に基づいて算出する。 
第 15条に、商標法第 56条第 1項に規定する侵害により被った損失は、侵害により生じ
た権利者の商品の販売減少量または侵害商品の販売量に当該登録商標商品の単位利益を乗

じて算出することができる。 
第 16条に、権利侵害者が侵害により取得した利益または被侵害者が侵害を被ったことに
より受けた損失が確定できない場合は、人民法院は当事者の請求に基づきまたは職権によ

って、商標法第 56条第 2項の規定を適用して賠償額を決定する。 
人民法院が賠償額を決定する際には、侵害行為の性質、期間、結果、商標の名誉、商標

使用許諾費用の金額、商標使用許諾の種類、時間、範囲および侵害行為を制止するための

合理的支出等要素を総合的に考慮して決定しなければならない。 
当事者は本条第一項の規定に照らして賠償額に合意した場合には、それを尊重しなけれ

ばならない。 
第 17条に、商標法第 56条第 1項に規定する侵害行為を制止するために支払う合理的支
出には、権利者または委託代理人の侵害行為に対する調査、証拠取得を行う合理的費用を

含む。 
人民法院は当事者の訴訟請求および案件の具体的情況に基づいて、国の関係部門の規定

に合致する弁護士費用を賠償範囲に算入することができると定める。 
（三）法律、司法解釈には著作権侵害に対して損害賠償額の確定に関する規定 
『著作権法』第 48条に、著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者



の実質的損失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であると

きは、権利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者

が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含めるものとする。 
権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民

法院が侵害行為の情状により 50 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下すと定
める。 
最高人民法院の「著作権民事紛争案件の審理における法律適用についての若干問題に関

する解釈」第 24条に、権利者の実質的損失は、侵害により生じた権利者の複製品の発行数
減少量または侵害商品の販売量に当該権利複製品の単位利益を乗じて算出することができ

る。発行数の減少量の算出が困難であるときは、権利侵害複製品の市場の販売れ高によっ

て確定する。 
第 25条に、権利者の実質的な損害または侵害者の違法収入を確定できない場合は、人民
法院が当事者の申請によりあるいは職権に従って著作権法の第48条第2項を適用して賠償
額を確定する。 
人民法院は賠償額を確定する時、作品のタイプ、合理的な使用料、権利侵害行為の性質、

後の影響など情状を総合的に考慮して確定すべきである。  
当事者が第 1項の規定によって賠償額を合意に達した場合、許可すべきである。 
第 26条に、著作権法の第 48条 1項の規定により、権利侵害行為を制止するために支払
った合理的費用は、権利者あるいは委託代理人が権利侵害行為に対して調査、証拠調べの

合理的な費用を含む。 
人民法院は当事者の訴訟請求および案件の具体的情況に基づいて、国の関係部門の規定

に合致する弁護士費用を賠償範囲に算入することができると規定する。 
また、『不当競争防止法』及び『植物新品種保護条例』も類似な規定を設けている。 
 
七、司法裁判所におけるは知的財産権の有効性判断の可否とその効果 

 
中国では、特許権は国家知識財産権局に授与されている。特許権付与を公告した日から、

如何なる単位又は個人も当該特許権の付与が特許法の関係規定に符合していないことを認

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に請求することができる。

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、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起することができ、
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。北京市第一中級人民法院の判決結果に不服する場合、北京市

高級人民法院へ上訴することができるが、北京市高級人民法院の判決は最終判決である。 
特許権侵害の民事訴訟において、法院は事件に関わる特許権の有効性を直接的に審査す

る権利がない。 
最高人民法院の司法解釈により、実用新案、意匠特許権侵害紛争事件において、被告が

訴訟を中止することを要求すれば、被告は答弁期間以内に原告の特許権について無効宣告

の請求を提出しなければならない。被告は答弁期間以内で、該当特許権が無効宣告請求を

提出した際、法院は訴訟を中止すべきである。但し、被告が提供した証拠は、その使用し



ている技術が既に公知されたものであると証明されれば、法院は事件審理を中止しなくて

も良い。被告は答弁期間以後に、原告の特許権に対して無効宣告請求を提出し、しかも原

告の発明特許権が無効宣告とされた場合、法院は民事訴訟法に基づいて、事件の審理も中

止することができるが、審理中止に満たす条件は更に厳格的なものになる。 
人民法院は特許権侵害訴訟において、同時に特許権の有効性を審査できないので、判決

結果の公正且つ合理化するために、中国の法院は実際に二つの方法を採用している。第一

は、もし特許権は無効宣告される可能性が確かに存在するのであれば、被告が既に特許復

審委員会へ、事件に関わる特許権が無効宣告請求を提出した場合、法院は被告の申請によ

り、事件審理を中止して、特許権有効性の無効宣告手続きの確定後、乃至はその後の行政

審判手続きも認定された後に、特許権侵害行為が存在しているかどうかを判断する。第二

は、被告はその訴えられた侵害行為に使用したのは公知技術であることを理由として、権

利侵害にはならないと抗弁することができる。前述した最高人民法院の司法解釈には、実

用新案特許侵害について、間接に公知技術の抗弁原則が承認されたのである。司法実践に

おいて、発明特許侵害紛争事件に対しても、公知技術の抗弁も認められている。意匠特許

権侵害に対して、同様に公知技術の抗弁も認められている。もちろん、いかに具体的に公

知技術の抗弁原則を適用するかは、まだ検討中である。 
1995年 3月 24日、北京市高級人民法院は、李光が首都鉄鋼重型機械会社を起訴した特
許権侵害紛争事件について下った判決は、公知技術の抗弁原則が適用される一つの典型的

な判例である。この事件の具体的な内容は次の通りである。1990年 11月 5日、李光は旗
竿という名前の実用新案特許を中国特許局に出願し、また、1991年 8月 21日に特許権が
授与された。当該特許の権利要求は次の通りである。「1種の旗竿は、竿本体、滑車と旗縄
で構成され、その特徴としては、竿本体は中空のもので、空胴は下空気室、中空気室と上

空気室に分けられ、竿本体に旗が揚げられる一側で幾つの旗掲げのための排気穴と旗掛け

のための排気穴を空けられ、竿本体の下部には、それぞれ三つの空気室へ通気管が装備さ

れていて、且つ、空気源と連接されている。」首都鉄鋼親会社重型機械会社（以下は機械会

社という）が製作した旗吹くはためき装置は、旗竿、旗、小旗竿、定滑車、昇降縄、送風

機で構成され、その主旗竿の頂部には、球形旗冠の装飾物が取り付けられている中空の旗

竿の上部には、扁形送風穴が設置され、下部には通気穴が設置される、主旗竿の上部の側

面には、定滑車が装備される、主旗竿の上部と旗掲げの適切な個所で、6列 12個の不対称
の扁穴錐形送風ノズルが等距離に取り付けられ、且つ、主旗竿の風吹き穴内に嵌め込まれ

る。送風機の空気出口と主旗竿の通気口は、フランジをもつホースで連接され、送風機の

通気口には風量調節弁が設置され、主旗竿の底部が基礎に固定され、送風機が土台に固定

される。機械会社は他人が 1987年 1月 14日に満期された“風吹き式旗竿”の実用新案特
許の説明書を提供した。当該特許出願説明書には、1 種の静風時の旗はためき装置を説明
し、それは旗、中空旗竿、土台、送風機から組成され、風がなく、或いは微風が吹いた際、

送風機を始動させ、空気が中空旗竿のパイプに沿って中空旗竿に旗が掛けられている位置

に上昇され、また、その旗竿上の垂直している 2列の小穴から排出され、比較的強い気流
で旗がはためくように吹き働かせる。 
北京市高級人民法院は次のように考えた。李光の“旗竿”という特許技術方案には、1
種の中空旗竿、滑車、旗縄で構成され、空気源を利用して空気が送風パイプ 3本に沿って



それぞれ旗竿本体内部の 3つの空気室に送られ、且つ、旗竿本体の旗掲げの一側に開かれ
た若干の排気穴によって旗が吹きはためられる装置である。機械会社が製作した“旗竿”

も、中空旗竿、滑車、旗縄で構成され、その作動原理としては、空気源を利用して空気が

送風パイプ 1本に沿ってそれぞれ旗竿本体内部の一つの空気室に送られ、且つ、旗竿本体
の旗掲げの一側に開かれた空気送出装置によって旗が吹きはためられる装置である。二者

の根本的な区別は、李光の特許技術方案において、旗竿内で 3つの空気室が有されるのに
対して、機械会社の技術において、その旗竿内で僅か一つの空気室が有されることにある。

李光はその特許技術の中で明確に保護が要求されるのが、3 空気室の旗竿だけである。そ
れに対して、単空気室の“風吹き式旗竿”の実用新案特許が、既に 1987年 1月 14日に満
期され、李光の特許技術出願の前にすでに公有技術があるため、判決では一審法院の特許

権侵害が成立しない判決を維持する。 
特許権と同様で、中国法院は商標権侵害の民事訴訟手続きにおいて、事件に関わる商標

権の有効性を審査する権利がなく、商標権が有効であるだけと仮定する。当事者は事件に

関わる商標権の有効性に対して異議があれば、中国商標法の規定に基づいて、当事者は該

当登録商標の取り消しについて商標評定審査委員会に申請することができる。商標評定審

査委員会によって登録商標の維持又は取り消しの裁定がされた後、当事者は商標評定審査

委員会の裁定に不服なら、30日以内で北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提出すること
ができ、法院は商標裁定手続きを行った相手当事者に通知して第三者として訴訟に参加す

る。北京市第一中級人民法院の判決結果に不服する場合、北京市高級人民法院に上訴する

ことができ、北京市高級人民法院の判決は最終審判決である。 
著作権は作品の創作が完了された際に、法により自動に生じられ、国家行政主管機関に

よって審査・授与されて生じたものではないので、著作権侵害の民事手続きにおいて、双

方当事者は事件に関わる作品が作物になるかどうか、著作権を有するかどうかについて異

議があれば、法院はこれに対して認定する権利を有する。法院は著作権の侵害行為が存在

していると認定するため、その前提は事件に関わる作品の著作権の有効性が確認できるの

である。 
 
八、司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法 

 
商標民事紛争事件において、最高人民法院の「商標民事紛争案件の審理において法律の

適用の若干問題に関する解釈」に基づき、商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴え

られた商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味または図形の構造及

び色彩、または各要素を組み合わせた後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、

色彩組み合わせが類似で、関係公衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の

登録商標の商品と特定の関係を持つと誤認させる場合をいう。 
前述した司法解釈の規定に従い、商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照

らして行うものとする。 
（一） 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。 
（二） 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならず、対比は
対比する対象を隔離した状態でそれぞれ行わなければならない。 



（三） 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の顕著性および知名度を考慮す
る。関連公衆の一般な注意力を基準とすること、 
関連公衆とは、商標に標識された商品類別又はサービスと関連する消費者及び前述した

商品又はサービスの経営販売と密接な関係を持つその他の経営者と指す。 
周大福宝石金店会社は、上海愛糸黛拉宝石会社を商標権侵害紛争案件［（2002 沪） 高民三

（知）終字第 125号］、商標が類似であるかどうかの判例である。周大福宝石金店会社（以
下は周大福会社という）は、“周大福”という文字商標に対して商標権を有し、当該商標の
字体が中国の手書き字体であり、確定された使用商品の類別は、第 14類の貴金属・宝石な
どである。上海愛糸黛拉宝石会社（以下は上海愛糸黛拉会社という）の経営範囲は宝石（黄

金を含まない）、腕時計などである。愛糸黛拉会社は他の人と「商標使用許可契約」が締結

し、第 14類の商品において“周大金”という商標の使用許可をもらった。“周大金”は組
合商標で、図案、文字と漢語表音という三つの部分で構成される。図案部分の中間には、

外輪郭がタイヤモンド形の中国語美術書体の“金”であり、外部には着色された円形で囲

まれ、円形の外には対称する花飾りの図案が有する。図案の下には文字部分で、文字は“周

大金”という中国語の手書き字体である。文字の下方は漢語表音部分で、大文字ローマ字

“ZHOU DA JIN”を使用し、各文字と表音字の間に間隔がある。愛糸黛拉会社はその売り
場の内装、包装袋と宣伝資料には、すべて“周大金”の組合商標を使用した。 
一審で法院は次のように考えた。もし普通の消費者はそれぞれ文字商標と図文組合商標

を見えれば、文字抽象符号と図文組合の具象符号に対してまったく異なる視覚感が生じ、

この視覚上の反差によって、消費者は原告と被告の商標に対して混同が生じやすくないと

認識する。したがって、全体構造から判断すれば、2 つの商標は類似が構成されない。た
とえ 2つの商標が全体として混同しやすくなくても、人々の記憶と閲読の習慣により、“周
大金”という組合商標における主体部分は、“周大金”の文字部分であるので、“周大福”

と“周大金”の文字部分について比較する必要がある。商標には顕著性を備えるべき、人々

の識別記憶能力から分析すると、文字商標の字数が少ないほど、その顕著性が強くなる。

しかし、もし文字が変化されれば、文字商標の字数が少ないほど、消費者が変化された前

後の文字を容易に区別できる。本案件の 2つの商標権においては、三つの文字で構成され、
その中のいずれかの字が変更されると、すべて商標文字が全体として比較的大いに変化さ

れ、且つ、本案件の商標には変更された文字が、音、形、意味上すべて明らかに変化した

ので、2 つの商標の文字部分は全体として類似が構成されると認定しがたく、権利侵害に
は成立しない。 
二審で法院は次のように考えた。“周大福”という三つ文字と“周大金”という三つ文字

は、すべて中国語の手書き字体であるが、“福”と“金”は、字形、読音と意味において、

すべて明らかな差が存在しているので、“周大福”という三つ文字と“周大金”という三つ

文字は、第 14類商品を標識するための符号として、明らかに差異も存在されている。そし
て、消費者は価格が相対に比較的高い宝石を購入するときは、商標への注意程度が相対的

にもすこし高いはずである。商品商標の基本的な機能は、商品の出所を標識することであ

り、“周大福”という商標は一定の知名度を考慮するとしても、消費者はこれによって“周

大金”という三つ文字が貼り付けられている宝石細工と“周大福”という三つ文字が貼り

付けられている宝石細工の出所を混同する可能性があると認定されることができないの



で、商標とする“周大金”という三つ文字と“周大福”という三つ文字は類似にはならな

い。同一又は類似の商品には使用する 2つの商標によって、消費者はこの 2つの商標を採
用した商品が、出所において親子会社の関係のような特定関係が存在すると誤認しやすく、

商品の出所を混同させるとすれば、この 2つの商標は類似商標であると認定されることが
できる。しかし、消費者は、“周大金”宝石細工を経営販売する会社と“周大福” 宝石細
工を経営販売する会社とが、いわゆる親子会社関係のような特定関係が存在している可能

性が考えられないので、“周大金”と“周大福”で標識された商品の出所を混同させること

ができない。故に原判決を維持する判決を下した。 
 
九、司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題 

 
2000年から、中国は次々と『特許法』（2001年 7月施行）、『商標法』（2001年 12月施行）、
『著作権法』（2001年 10月施行）、『コンピュータソフトウェア保護条例』（2002年 1月施
行）と『知的所有権税関保護が条例』（2004年 3月施行）を改正して、『特許法実施細則』
（2001年 7月施行）を改正し、新しい『商標法実施条例』（2002年 9月施行）、『著作権法
実施条例』（2002年 9月施行）、『集積回路配置図設計保護条例』（2001年 10月施行）と『技
術輸出入管理条例』（2002年 1月施行）を公布した。 
改正後の特許法、商標法及び著作権法を正しく理解し、知的所有権の司法の保護を強化

するために、最高人民法院は「登録商標権に対して財産保全の人民法院解釈」（2001 年 1
月 21日施行）、「最高人民法院の訴訟前に特許権侵害行為差止めの法律適用問題に関する若
干規定」（2001 年 7 月 1 日施行）、「特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」
（2001年 7月 1日施行）、「インターネット・ドメイン名に関連する民事紛争事件の審理に
おける関連法律の適用に関する若干問題についての解釈」（2001年 7月 24日施行）、「訴訟
前の登録商標専用権侵害行為の停止と証拠保全に適用する法律問題に関する最高人民法院

解釈」（2002年 1月 22日施行）、「商標案件の審理と法律適用範囲に関する問題の最高人民
法院解釈」（2002年 1月 21日施行）、「商標案件の審理と法律適用範囲に関する問題の最高
人民法院解釈」（2002年 10月 16日施行）、「著作権の民事紛争の事件を審理するに関して
法律の若干の問題の説明を適用できる」（2002年 10月 15日施行）、「最高人民法院のコン
ピュータ・ネットワーク上の著作権紛争案件の審理における法律適用についての若干の問

題に関する解釈」（2000年 12月 21日施行、2003年 12月 23日に改正）、「植物新品種に関
連する紛争事件審理の法律適用における若干問題の解釈」（2001年 2月 14日施行）、「最高
人民法院集積回路配置図設計に及ぶ案件の審判業務の展開に関する通達」（2001年 10月 30
日に最高人民法院審判委員会で採択）、「最高人民法院の技術契約紛争事件審理の法律適用

における若干の問題に関する解釈」（2005年 1月 1日施行）、最高人民法院、最高人民検察
院「最高人民法院最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理について

の具体的な法律適用に関する若干問題の解釈」（2004年 12月 22日施行）、または部分的に
知的財産権犯罪事件、主に商標権侵害犯罪事件について、最高人民法院、最高人民検察院

「偽造悪質商品刑事事件処理に係る関連法律の具体的適用に関する若干問題についての解

釈」（2001年 4月 10日施行）などを次々と制定した。 
現在、最高人民法院は制定している司法解釈と指導性意見が以下である。「商標と商号の



権利衝突に関連する民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」、

「MTV（ミュージック TV）関連著作権の民事紛糾案件審理への法律適用の若干の問題に
関する解釈」、「不正競争民事案件の審理における法律適用の若干の問題に関する意見」、「植

物新品種の権利侵害紛争案件の審理に関する意見」、「植物新品種の権利紛争事件の審理に

関する指導意見」など。その他に、特許権紛争民事事件の具体的な情況によって、もっぱ

ら特許の権利侵害の問題を対応して、「特許権紛争案件の若干問題に関する規定」という司

法解釈の草案を検討中である。 
また、中国特許法の第三回改正の準備作業はすでにスタートした。現在、国家知識産権

局が関係専門家を集めて、特許出願手続きの合理化、発明と実用新案特許の新規性基準と

進歩性基準、既存技術の定義と新規性存続期間、授与特許権の範囲、生物遺伝資源の出所

の公表、意匠特許の授与基準、特許権侵害の判断基準、間接侵害、特許の行政執行、統一

の特許或いは知的財産権上訴裁判所の設立などの問題を研究している。 
 
十、司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合の留意事項 
（一）訴訟代理人の依頼 
知的財産権法は地域性を持つので、日本の法人又は個人が中国法律に基づいて所属する

知的財産権が中国で侵害されて、中国の法院に提訴する場合、中国の法院が中国の知的財

産権関連諸法を適用している。勿論、『民法通則』の規定に基づいて、中国が締結した或い

は加盟した国際条約は中国の民事法律規定と抵触する場合、国際条約の規定を適用するが、

中国の保留条項を除外する。したがって、通常の場合は、当事者が中国の知的財産権法律

を熟知している方、特に知的財産権の訴訟経験を持つ弁護士に依頼すべきである。 
『民事訴訟法』の規定により、外国人、無国籍者、外国企業及び組織は、人民法院での

起訴、応訴において、弁護士を依頼して訴訟を代理する必要がある際に、中国の弁護士を

依頼しなければならない。中国国内に住所がない外国人、無国籍者、外国企業及び組織が、

中国の弁護士又はその他の人に依頼して訴訟を代行する場合、中国領土外から送付した授

権委託書は、所在国の公証機関の証明が必要とし、且つ、当該国の中国大使館または領事

館によって認証されて、或いは中国と該当国との間に締結した関連条約に定められた証明

手続きが履行された後に、効力を生じる。 
（二）訴訟受理法院の確定 
知的財産権の民事紛争が生じた時、法院へ起訴して解決させる必要がある場合、まず、

訴訟を受理する法院が確定される。訴訟を受理法院は、そのクラス・レベル管轄と地域管

轄という 2つの面から確定される。クラス・レベル管轄について、特許紛争の第一審事件
は、各省、自治区、直轄市の人民政府の所在地の中級人民法院と最高人民法院が指定した

中級人民法院によって管轄される。商標民事紛争の第一審事件は、中級以上の人民法院に

よって管轄される。各高級人民法院は、本管轄区の実情により、最高人民法院の承認を経

て、比較的大きな都市である 1～2箇所の地方人民法院を、第一審の商標民事紛争事件の受
理法院に指定することができる。著作権の民事紛争事件は、中級以上の人民法院によって

管轄される。各高級人民法院は、本管轄区の実情により、若干の地方人民法院を指定し、

第一審の著作権の民事紛争事件を管轄することができる。 
地域管轄について、特許の民事事件において、最高人民法院の「特許紛争案件審理の法



律適用問題についての若干規定」の第 5条には、次のように規定する。 
特許権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の人民法院が管轄す

る。 
権利侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売

許諾、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により

直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、

販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利

侵害による結果の発生地が含まれる。 
この司法解釈の第 6条は次の通り規定している。 
原告が権利侵害製品の製造者のみに対して訴えを起こし、販売者を訴えず、権利侵害製

品の製造地と販売地が一致しない場合、製造地の人民法院が管轄権を有するものとする。

製造者と販売者を共同被告として訴える場合、販売地の人民法院が管轄権を有するものと

する。 
販売者が製造者の分化機関であり、原告が販売地で権利侵害製品の製造者の製造若しく

は販売行為を訴える場合、販売地の人民法院が管轄権を有するものとする。 
また、最高人民法院の「訴訟前に特許権侵害行為差止めの法律適用問題に関する若干規

定」の第 2条には、次の通り規定する。 
訴訟前の特許権侵害行為差止めの申立は特許権侵害事件の管轄権を有する人民法院に

提出しなければならない。 
それと同時に、この司法解釈の第 13 条に次のように規定する。申立人は提訴しない又
は申立の過ちによって被申立人に損失を与える場合には、被申立人は管轄権を有する人民

法院に提訴し申立人に賠償を請求することができる。特許権者又は利害関係人が提起した

特許権侵害訴訟に損害賠償を請求してもよい。人民法院は合わせて処理することができる。 
特許権侵害の訴訟前の証拠保全事件の管轄法院も、上記の規定により確定されるべきで

ある。 
商標民事事件について、最高人民法院の「商標民事紛争案件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」の第六条は次の通り規定する。 
登録商標専用権が侵害されたとして提起した民事訴訟は、侵害行為の実施地、侵害品の

貯蔵地または封印・差押地、被告住所地の人民法院により管轄する。侵害品の貯蔵地とは、

大量または経常的に侵害商品を貯蔵する場所を指し、封印差押地とは税関、工商などの行

政機関が法律に基づき侵害商品を封印、差押えた場所を指す。 
この司法解釈の第 7条は次のように規定する。侵害行為実施地の異なる幾つかの被告に
対して提起した共同訴訟は、原告はそのうち一人の被告の侵害行為実施地の人民法院を管

轄法院として選択することができ、被告のうち一人だけを提訴する場合は、当該被告の侵

害行為実施場所の人民法院が管轄権を有する。 
また、最高人民法院の「訴訟前の登録商標専用権侵害行為の停止と証拠保全に適用する

法律問題に関する解釈」の第 2条は、次の通り規定する。 
訴訟以前の登録商標専用権侵犯行為の停止命令、あるいは証拠保全の申請は、侵権行為

の地あるいは被申請者の住所地の商標案件ついて管轄権のある人民法院に提出しなければ

ならない。 



同時に、この司法解釈の第 13 条は次のように規定する。申請者の不起訴、或いは申請
の誤りが被申請者に損失を与えた場合、被申請者は管轄権のある人民法院に起訴し、申請

人に賠償を請求することができ、また商標登録人或いは利害関係者が提起した登録商標専

用権の侵犯の起訴中に、損害賠償の請求を提出することができ、人民法院は合わせて処理

することができる。 
著作権の民事事件について、最高人民法院の「著作権民事紛争案件の審理における法律

適用の若干問題についての解釈」の第 4条は次の通り規定する。 
著作権を侵害した行為によって提起した民事訴訟は、権利侵害行為の実施地、権利侵害

複製品の貯蔵地或いは封印差押地、被告住所地の人民法院により管轄する。権利侵害複製

品の貯蔵地とは、大量又は常に権利侵害複製品が貯蔵された場所を指し、封印差押地とは、

税関、版権局、工商管理局などの行政機関が法に基づき権利侵害複製品を封印、差押えた

場所を指す。 
この司法解釈の第 5条は次のように規定する： 
侵害行為実施地の異なる幾つかの被告に対して提起した共同訴訟は、原告はそのうち一

人の被告の侵害行為実施地の人民法院を管轄法院として選択することができ、被告のうち

一人だけを提訴する場合は、当該被告の侵害行為実施場所の人民法院が管轄権を有する。 
それと同時に、この司法解釈の規定に従い、著作権侵害の訴訟前に権利侵害の差し止め

事件、及び訴訟前に証根保全事件の管轄は、商標権侵害の訴訟前に権利侵害を差し止め事

件及び訴訟前に証根保全事件の管轄権規定を参照して処理する。 
更に、最高人民法院の「コンピュータ・ネットワーク上の著作権紛争案件の審理におけ

る法律適用についての若干の問題に関する解釈」に、権利侵害地は、権利侵害行為が実施

されたと訴えられたネットワーク・サーバー、コンピュータ・ターミナルなどの設備の所

在地が含まれると規定する。権利侵害行為地と被告住所地が確定されるのが難しいときは、

原告によって権利侵害内容が発見されたコンピュータ・ターミナルなどの設備の所在地

は、権利侵害行為地と見なされることができる。 
上記の定め以外に、植物新品種の権利侵害紛争事件には、被告の住所地又は権利侵害行

為地の所属する省、自治区、直轄市の人民政府所在地または最高人民法院が指定した中級

人民法院により管轄する。植物新品種の権利侵害紛争事件での権利侵害行為地とは、品種

所有権者の許可なく、商業目的で当該植物新品種の繁殖材料を生産、販売する所在地、或

いは当該の権利付与された繁殖材料は、繰返す他の品種の繁殖材料の生産に用いられる所

在地を指す。 
集積回路配線設計の専用権侵害紛争事件は、被告の住所地又は権利侵害行為地で所属す

る省、自治区、直轄市の人民政府の所在地又は所属する経済特区所在地、或いは所属する

大連、青島、温州、佛山、煙台市の中級人民法院により管轄する。 
その他の知的財産権侵害紛争事件は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院により

管轄する。 
知的財産権の権利所属紛争事件は、被告住所地の人民法院により管轄する。 
知的財産権の契約紛争事件は、被告住所地又は契約履行地の人民法院により管轄する。

契約当事者は、協議して書面契約の中に、被告所在地、契約履行地、契約締結地、原告住

所地、目的物所在地の人民法院を管轄法院として指定することができるが、クラス・レベ



ル管轄と専属管轄の規定に違反してはならない。 

（三）提供すべき証拠 
特許権侵害紛争においては、原告はその特許権を有する証拠、例えば、特許証、明細書、

要約書と最新年度特許料の納付証明書を提供すべきである。実用新案特許権侵害訴訟を提

起した原告は、又は国務院特許行政部門により作成された検索報告書も提供すべきである。

独占的実施許可契約の被許可者は、単独に人民法院に起訴することができる。排他的実施

許可契約の被許可者は、特許権者と共同に起訴することができ、特許権者が起訴しない場

合、自ら訴訟を提起したりすることができるが、特許権者が権利侵害行為の発生を既に知

り、起訴の放棄が明確され、或いは起訴しない証明材料を提供すべきである。原告は権利

侵害に関する証拠も提供し、被告が既に特許権の侵害行為を実施した、或いはまもなく実

施しようの証明を提供すべきである。損害賠償に関する証拠を提供して、その提出した賠

償金額の事実根拠があることを証明する。 
商標権侵害紛争事件においては、原告は商標権を有する証拠（商標登録証明書を含む）

を提供すべきである。独占的実施許可契約の被許可者は、単独的に人民法院に起訴するこ

とができる。排他的実施許可契約の被許可者は、商標登録者と共同的に起訴することがで

きる。商標登録者が起訴しない場合、自ら訴訟を提起することができるが、商標登録者が

権利侵害行為の発生を既に知り、起訴の放棄を明確した、或いは起訴しない証明材料を提

供すべきである。普通使用許可契約の被許可者は、商標登録者により授権された場合は、

訴訟を提起することができる。原告は権利侵害に関する証拠も提供し、被告は既に商標権

を侵害する行為を実施した、或いはまもなく実施しようの証明を提供すべきである、損害

賠償に関する証拠を提供して、その提出した賠償金額の事実根拠があることを証明する。 
著作権侵害紛争事件においては、原告は商標登録証明書を含む、それが著作権或いは著

作権に関する権利を有する証拠、例えば、著作権に関する草稿、原件、合法出版物、著作

権登記証明書、認証機構により作成された証明書又は権利を獲得した契約などを提供すべ

きである。原告は権利侵害に関する証拠も提供し、被告は既に著作権又は著作権に関する

権益を侵害する行為を実施した、或いはまもなく実施しようの証明を提供すべきである。

損害賠償に関する証拠を提供して、その提出した賠償金額の事実根拠があることを証明す

る。 
注意すべき点は、最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干規定」の第 11条の規定に
より、当事者が法院に提供した証拠は、中国領域以外に形成されたものであれば、この証

拠は所在国の公証機関により証明されるべきで、且つ、当該国駐中国の大使舘または領事

舘により認証されるべきものである。或いは中国と当該国との間に締結した関連条約に定

められた証明手続きを履行された。当事者が法院に提供した証拠は、香港、マカオ、台湾

地区で形成されたものであれば、関連する証明手続きを履行すべきである。 
（四）訴訟前の権利侵害の差し止め 
補い難い損害を避けるために、特許法、商標法と著作権法には、すべて訴訟前における

権利侵害の指しとめ制度が設けられた。 
『特許法』第 61 条の規定に基づいて、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。 
『著作権法』の第 49条と『商標法』の第 57条も類似の規定が設けられている。 
当事者は事件の具体的な情況によって、法律及び相応の司法解釈に定めた条件と要求に

基づき、訴訟前に権利侵害の差し止め申請を法院に提出することができる。 
（五）証拠保全 
知的財産権事件の証拠獲得は異常に難しいので、法律及び司法解釈の規定に基づき、当

事者が法院へ証拠保全を申請することができる。『民事訴訟法』の第 74条の規定に基づい
て、証拠が滅失される可能性があり、或いはその後に獲得しがたい場合は、訴訟の参加者

は人民法院へ証拠保全を申請することができる。 
権利侵害行為を制止するために、証拠が滅失される可能性があり、或いはその後に獲得

しがたい場合、特許権侵害の紛争に対して、最高人民法院の司法解釈には、訴訟前の証拠

保全制度が規定された。著作権と商標権侵害の紛争に対して、著作権法と商標法には、訴

訟前の証拠保全制度が直接規定された。 
『著作権法』の第 50条は次のように規定する。 
侵害行為を制止するに際し、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に入手することが

困難な情況において、著作権者又は著作隣接権者は訴えを提起する前に人民法院に証拠保

全を請求することができる。 
人民法院は当該請求を受理した後、必ず 48 時間以内に裁定を下さなければならない。
当該裁定が保全措置を採る場合は、直ちに執行を開始しなければならない。 
人民法院は申請人に担保の提供を命じることができる。申請人が担保を提供しないとき

は、当該請求を却下する。 
人民法院が保全措置を採った後 15 日以内に、申請人が訴えを提起しないときは、人民
法院は当該保全措置を解除しなければならない。 
『商標法』の第 58条も類似の規定もされた。 
最高人民法院の「訴訟前に特許権侵害行為差止めの法律適用問題に関する若干規定」の

第 16条は、次のように規定する。人民法院は、訴訟前特許権侵害行為差止め措置を実施す
る場合、当事者の申立により民事訴訟法第 74条の規定を参照し、同時に証拠保全を行うこ
とができる。 
当事者は事件の具体的な情況によって、法律及び相応の司法解釈に定めた条件と要求に

従い、証拠保全又は訴訟前の証拠保全の申請を法院に提出することができる。 
以上 

 



（３）その他資料（カントリーレポート原本） 

 

10问题 

張 暁都 
 

一、在处理有关知识产权纠纷中司法与行政的职责分工。 

   

中国知识产权相关法律均规定有知识产权违法民事责任、行政责任与刑事责任，相应地

知识产权违法案件就分为民事案件、行政案件和刑事案件。知识产权民事案件与刑事案件由

法院受理，知识产权行政案件由相应的行政机关受理，由此形成了中国知识产权保护的司法

与行政两种途径。当然，当事人对行政机关的处罚决定不服，可以就相应的行政处罚决定向

法院提起行政诉讼，行政机关对知识产权行政案件的行政处罚决定要接受法院的司法审查。

另外，行政机关在处理知识产权行政案件时，一般情况下，相关知识产权法均规定对于侵权

纠纷，行政机关可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人对此不服的，可以提起行政诉讼；

行政机关在处理知识产权行政案件时，还可以根据当事人的请求，对侵权赔偿数额进行调解，

但该种调解在性质上属于行政机关居中调解，不具有强制执行力，当事人可以反悔，当事人

对行政机关的调解不得提起行政诉讼。 

民事案件实行不告不理的原则，如果存在知识产权民事违法行为，权利人可以向法院提

起民事诉讼。民事诉讼中，谁主张谁举证，举证责任由当事人承担。行政案件由相关的行政

机关依职权查处，知识产权权利人可以向行政机关检举行政违法行为，提供违法线索；知识

产权权利人可以请求行政机关就知识产权侵权纠纷进行处理，但根据前面的介绍，行政机关

只能就是否需要立即停止侵权作出决定，而对侵权赔偿数额不能作出决定。知识产权刑事案

件分为公诉案件与自诉案件。公诉案件由公安机关立案侦察，公安机关侦察后认为依法应当

追究刑事责任的，提请检察机关提起公诉。对于未严重危害社会和国家利益的侵犯知识产权

犯罪，被害人可以直接向法院起诉；对于当事人曾向公安、检察机关报案，检察院做出不起

诉决定的案件，被害人也可以向法院起诉。 

就专利案件来说，《专利法》第五十七条第一款规定：未经专利权人许可，实施其专利，

即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或

者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的

部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可

以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵

权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进

行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调

解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。 

第五十八条规定：假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责

令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可

以处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

第五十九条规定：以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的，由管理

专利工作的部门责令改正并予公告，可以处五万元以下的罚款。 

另外，《专利法实施细则》第七十九条还规定：除专利法第五十七条规定的外，管理专利

 



工作的部门应当事人请求，还可以对下列专利纠纷进行调解： 

（一）专利申请权和专利权归属纠纷； 

（二）发明人、设计人资格纠纷； 

（三）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷； 

（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。 

对于前款第（四）项所列的纠纷，专利权人请求管理专利工作的部门调解，应当在专利

权被授予之后提出。 

就商标案件来说，《商标法》第五十三条规定：有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用

权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者

利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处

理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造

侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。当事人对处理决定不服的，可以自收

到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期

满不起诉又不履行的，工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政

管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当

事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。 

第五十四条规定：对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉

嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。 

第五十九条规定：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，

构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。 

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，构成犯罪

的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。 

销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑

事责任。 

另外，《商标法实施条例》第五十一条规定：对侵犯注册商标专用权的行为，任何人可以

向工商行政管理部门投诉或者举报。 

第五十二条规定：对侵犯注册商标专用权的行为，罚款数额为非法经营额３倍以下；非

法经营额无法计算的，罚款数额为１０万元以下。 

就著作权案件来说，《著作权法》第四十六条规定：有下列侵权行为的，应当根据情况，承

担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任： 

（一）未经著作权人许可，发表其作品的； 

（二）未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的； 

（三）没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的； 

（四）歪曲、篡改他人作品的； 

（五）剽窃他人作品的； 

（六）未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者

以改编、翻译、注释等方式使用作品的，本法另有规定的除外； 

（七）使用他人作品，应当支付报酬而未支付的； 

（八）未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品

的著作权人或者与著作权有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像制品的，本法另有规

 



定的除外； 

（九）未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的； 

（十）未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的； 

（十一）其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。 

第四十七条规定：有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼

道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害公共利益的，可以由著作权行政管理部门责令停止侵

权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，并可处以罚款；情节严重的，著作权行政

管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；构成犯罪的，依法追

究刑事责任： 

（一）未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公

众传播其作品的，本法另有规定的除外； 

（二）出版他人享有专有出版权的图书的； 

（三）未经表演者许可，复制、发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向

公众传播其表演的，本法另有规定的除外； 

（四）未经录音录像制作者许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音

录像制品的，本法另有规定的除外； 

（五）未经许可，播放或者复制广播、电视的，本法另有规定的除外； 

（六）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作

品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的，法律、行政

法规另有规定的除外； 

（七）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意删除或者改变作品、录音录

像制品等的权利管理电子信息的，法律、行政法规另有规定的除外； 

（八）制作、出售假冒他人署名的作品的。 

另外，《著作权法实施条例》第三十六条规定：有著作权法第四十七条所列侵权行为，

同时损害社会公共利益的，著作权行政管理部门可以处非法经营额3倍以下的罚款；非法经营

额难以计算的，可以处10万元以下的罚款。 

反不正当竞争法、植物新品种保护条例及集成电路布图设计保护条例等中均有与前面所

述相类似的规定。 

根据《刑法》的规定，知识产权犯罪包括假冒他人注册商标罪、销售假冒注册商标的商

品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权

复制品罪和侵犯商业秘密罪等七种类型的犯罪。另外，刑法规定的生产、销售伪劣商品罪与

非法经营也涉及知识产权犯罪。 

 

二、法院中审理知识产权案件的法官的专业程度（如专业分工，专业培训，技术技能的协助等） 

根据中国《法官法》的规定，担任法官的人员必须是高等院校法律专业本科毕业或者高

等院校非法律专业本科毕业具有法律专业知识，从事法律工作满二年，其中担任高级人民法

院、最高人民法院法官，应当从事法律工作满三年；获得法律专业硕士学位、博士学位或者

非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识，从事法律工作满一年，其中担任高级人

民法院、最高人民法院法官，应当从事法律工作满二年。《法官法》的该规定施行前（2002

年1月1日以前）的审判人员不具备前述条件的，应当接受培训，具体办法由最高人民法院

 



制定。适用该规定的学历条件确有困难的地方，经最高人民法院审核确定，在一定期限内，

可以将担任法官的学历条件放宽为高等院校法律专业专科毕业。 

中国法律对审理知识产权案件法官的任职条件没有专门的规定，其任职条件与一般法官

的任职条件一样。但由于知识产权案件专业性强，中国各级法院在重要知识产权法官的学历

条件的同时，也重视知识产权法官的专业知识背景，部分知识产权法官具有理工科知识背景，

大学本科甚至硕士研究生学的是理工科专业。当然，目前法律对知识产权法官的专业知识背

景或者说对有专业知识背景法官所占比例没有硬性规定。 

中国各地法院均重视法官的培训工作，知识产权法官的培训也不例外。许多法院每年都

有具体的培训计划。相对于其他专业的法官来说，知识产权法官出国进修、考察及学习的机

会更多一些。但这些培训、进修或者学习主要涉及的是知识产权法律知识，而少涉及理工专

业知识。 

根据《民事诉讼法》第七十二条规定的，法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由

法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。由于知识产权

案件涉及专业技术性问题，为弥补法官在专业技术性问题上知识的不足，对于专业性技术问

题，法院可委托相应的技术鉴定部门进行鉴定。当然，鉴定材料需经当事人质证，鉴定结论

需当事人质证，并且鉴定人应当出庭接受当事人的质询。当鉴定人因特殊原因无法出庭的，

经法院准许，可以书面答复当事人的质询。根据案件的具体情况，有时，法院也会就具体的

技术问题委托技术专家出具咨询意见，开庭时，由双方当事人对技术专家出具的咨询意见进

行质证，技术专家也出庭接受双方当事人的质询。 

2002年4月1日起施行的最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》确立了“专家

证人”制度。根据《关于民事诉讼证据的若干规定》第六十一条的规定，当事人可以向法院

申请由一至二名具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明。审判人员和当事人

可以对出庭的具有专门知识的人员进行询问。当事人各自申请的具有专门知识的人员就有案

件中的问题可以进行对质。在有鉴定人出庭的情况下，具有专门知识的人员可以对鉴定人进

行询问。知识产权案件的当事人可以根据前述规定，聘请相关的专家证人，出庭说明相关专

业性技术问题。在司法实践中，有的法院还探讨在双方当事人均聘请有专家证人的情况下，

再由法院聘请中立的专家证人，以帮助法官理解专业性技术问题。 

另外，在具体司法实践中，对专业性强的知识产权案件，有时法院还邀请技术专家作为

陪审员，与法官组成合议庭，直接参加案件的审理。 

 

三、在法院代理知识产权案件诉讼的诉讼代理人的专业程度 

根据《民事诉讼法》第五十八条的规定，案件的当事人可以委托一至二人作为诉讼代理

人。律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或者所在单位推荐的人、经人民法院许可的其

他公民，都可以被委托为诉讼代理人。所以，在中国，参加案件诉讼代理的代理人分为律师

和公民两大类。 

根据《律师法》第六条的规定，具有高等院校法律专业本科以上学历，或者高等院校其

他专业本科以上学历具有法律专业知识的人员，经国家司法考试合格的，取得律师任职资格。

前述规定的学历条件确有困难的地方，经国务院司法行政部门审核确定，在一定期限内，可

以将学历条件放宽为高等院校法律专业专科学历。法律对知识产权案件诉讼代理律师没有额

外的要求，只要有律师执业执照，受当事人委托，均可以律师身份作为当事人的代理人参加

 



知识产权案件的诉讼。就现实情况来说，中国已渐渐出现一些有专业特色的主要代理知识产

权案件的律师事务所，也出现了一些专门代理知识产权案件的律师。但总体来说，中国律师

事务所的专业分工并不明显，律师的专业分工也不明显。 

由于律师职业的吸引力，一些学理工专业的大学生通过参加司法考试取得了律师任职资

格，加入到了律师队伍中，这些有理工科知识背景的律师就有机会成为知识产权案件的诉讼

代理人，但目前并没有这方面的具体统计数据资料。通常来说，有理工科知识背景的律师代

理知识产权案件的意愿应该更强一些。 

就专利案件来说，司法实践中，专利代理人常常会作为当事人的代理人参加诉讼。专利

代理人代理应解释为公民代理，是公民代理中较为特殊的一种情形。根据《专利代理条例》

的规定，高等院校理工科专业毕业（或者具有同等学历）者，通过参加国家知识产权局组织

的专利代理人资格考试，取得《专利代理人资格证书》。因此，专利代理人均有特定的专业知

识背景，其作为诉讼代理人参加专利案件的诉讼，对澄清相关技术问题有积极作用。 

涉及技术问题时，公司的技术人员也可以公民代理人的身份参加案件诉讼。通常情况下，

这类代理人有可能就是参与涉案技术研发的技术人员。 

 

四、法院审理的知识产权案件中各种类别案件的比例：民事案件、刑事案件和行政案件 

1998年至2004年，全国法院共审结知识产权民事一审案件38228件，审结知识产权刑事一

审案件(不包括生产、销售伪劣商品罪与非法经营中涉及的知识产权犯罪)2057件。自1987年

以来，全国法院共审结知识产权行政一审案件1,654件，其中主要是专利复审和无效案件与商

标复审和撤销案件。 

2004年全国法院共审结知识产权民事一审案件8332件，审结知识产权刑事一审案件(不包

括生产、销售伪劣商品罪与非法经营中涉及的知识产权犯罪)385件，审结知识产权行政一审

案件549件。2004年全国法院审结的知识产权民事一审案件、刑事一审案件与行政一审案件所

占比例分别为：89.92%、4.15%和5.92%。 

另外，截至2004年底，全国各地专利管理部门共受理专利纠纷案件12058件，结案10411

件，结案率达86.3％。2004年受理专利纠纷1455件，结案1215件，查处冒充专利案件3965件，

查处假冒他人专利案件358件。 

2001年至2004年，全国各级工商行政管理机关共查处各类商标违法案件16.96万件，其中

商标一般违法案件5.66万件，商标侵权假冒案件11.3万件。2004年查处各类商标违法案件

51851件，其中商标一般违法案件11680件，商标侵权假冒案件40171件。 

据不完全统计，1995年至2004年，各级版权行政管理部门共受理侵权案件51368件，结案

49983件。2004年受理侵权案件9691件，结案9499件。 

从2001年开始，国家选择12个省市开展植物新品种保护执法试点，并逐步在全国展开。

截至2004年底，全国有17个省（自治区、直辖市）查处农业植物新品种侵权和假冒案件863

件。 

 

五、法院受理的知识产权案件中各种类别的比例（如著作权,商标权,专利权等） 

1985年至2004年，全国地方法院共受理各类一审民事知识产权案件69636件。其中，专利

案件18654件，著作权案件14708件，商标案件6629件，技术合同案件21277件，其他知识产权

案件（包括植物新品种案件）8368件。专利案件、著作权案件、商标案件、技术合同案件与

 



其他知识产权案件（包括植物新品种案件）所占比例分别为：26.79％、21.12％、9.52％、

30.55％、12.02％。 

2003年，全国法院共受理知识产权民事一审案件6983件。其中，专利案件2110件，著作

权案件2493件，商标案件926件，技术合同案件1105件，植物新品种案件100件，其他知识产

权案件249件。专利案件、著作权案件、商标案件、技术合同案件、植物新品种案件与其他知

识产权案件所占比例分别为：30.22%、35.70%、13.26%、15.82%、1.43%、3.57%。 

2003年，全国法院共受理知识产权民事二审案件2237件；受理知识产权民事再审案件51

件。 

2004年全国受理知识产权民事一审案件9329件。其中，专利权案件2549件，著作权案件

4264件，商标权案件1325件，技术合同案件630件，植物新品种案件172件，其他知识产权案

件383件。专利案件、著作权案件、商标案件、技术合同案件、植物新品种案件与其他知识产

权案件所占比例分别为：27.32％、45.71％、14.20％、6.75％、1.84％、4.11％。 

2004年，全国法院共受理知识产权民事二审与再审案件2876件。 

2004年全国法院共受理侵犯知识产权犯罪案件387件。其中，涉及商标的犯罪占82.94%，

侵犯商业秘密的犯罪占13.43%。2004年全国法院还审结生产、销售伪劣商品案件932件，审结

非法经营案件1434件，这两类犯罪中有相当一部分属于侵犯知识产权的罪犯。 

2004年全国法院共受理知识产权行政一审案件526件。其中专利案件377件，商标案件141

件，著作权案件8件。专利行政一审案件、商标行政一审案件与著作权行政一审案件所占比例

分别为：71.67％、26.81％、1.52％。 

 

六、确定知识产权案件损害赔偿数额的评定方法(请举例说明) 

知识产权侵权损害赔偿数额的确定，首先是按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵

权所获得的利益确定。在被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的情况下，除专利

侵权案件可参照专利许可使用费的一定倍数合理确定赔偿外，法院可直接根据侵权行为的情

节判决给予五十万元以下的赔偿。为制止侵权行为所支付的合理开支以及符合国家有关部门

规定的律师费也可以判定由侵权人承担。 

至于权利人损失或者侵权人获益的具体计算，则要根据当事人提供的证据进行计算。当

相关的包括销售合同、财务资料等在内有证据繁多，当事人不能达成共识且法官难以确定权

利人的损失或者侵权人的获益时，就需委托审计机构进行审计，帮助确定权利人的具体损失

或者侵权人的具体获益。 

（一）相关法律、司法解释对专利侵权损害赔偿数额确定的规定 

《专利法》第六十条规定：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失

或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，

参照该专利许可使用费的倍数合理确定。 

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条规定：人民

法院依照专利法第五十七条第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，

按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。 

权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的

总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵

权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权

 



所受到的损失。  

侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品

的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对

于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。  

第二十一条规定：被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费

可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费

的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的１至３倍合理确

定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可

以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币５０００元以上３０

万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币５０万元。 

第二十二条规定：人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制

止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。  

（二）相关法律、司法解释对商标侵权损害赔偿数额确定的规定 

《商标法》第五十六条规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权

所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵

权行为所支付的合理开支。 

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民

法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。 

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定：

人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选

择的计算方法计算赔偿数额。 

第十四条规定：商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品

销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位

利润计算。 

第十五条规定：商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失，可以根据权利

人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计

算。 

第十六条规定：侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以

确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确

定赔偿数额。 

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商

标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素

综合确定。 

当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。 

第十七条规定：商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括

权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。 

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师

费用计算在赔偿范围内。 

（三）相关法律、司法解释对著作权侵权损害赔偿数额确定的规定 

《著作权法》第四十八条规定：侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按

 



照权利人的实际损失给予赔偿；实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 

权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，

判决给予五十万元以下的赔偿。 

最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条规

定：权利人的实际损失，可以根据权利人因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销

售量与权利人发行该复制品单位利润乘积计算。发行减少量难以确定的，按照侵权复制品市

场销售量确定。 

第二十五条规定： 

权利人的实际损失或者侵权人的违法所得无法确定的，人民法院根据当事人的请求或者

依职权适用著作权法第四十八条第二款的规定确定赔偿数额。 

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑作品类型、合理使用费、侵权行为性质、后果等

情节综合确定。 

当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。 

第二十六条  著作权法第四十八条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括

权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。 

人民法院根据当事人的诉讼请求和具体案情，可以将符合国家有关部门规定的律师费用

计算在赔偿范围内。 

另外，《反不正当竞争法》与《植物新品种保护条例》也作了类似的规定。 

 

七、法院是否有权审查知识产权的有效性（请举具体判例） 

在中国，专利权由国家知识产权局批准授予。如果认为所授予的专利权不符合专利法的

规定，自专利权授权公告之日起，任何单位或者个人均可以请求专利复审委员会宣告该专利

权无效。当事人对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服，可以自收到

通知之日起三个月内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，法院通知无效宣告请求程序

的对方当事人作为第三人参加诉讼。对北京市第一中级人民法院判决结果不服的，可以向北

京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院的判决为终审判决。 

在专利侵权民事诉讼程序中，法院无权直接审查涉案专利权的有效性。 

根据最高人民法院的司法解释，对于实用新型、外观设计专利权侵权纠纷案件，如果被

告要求中止案件诉讼，被告需在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。被告在答辩

期间内请求宣告该项专利权无效的，法院应当中止诉讼。但如果被告提供的证据足以证明其

使用的技术已经公知的，法院可以不中止对案件的审理。对于被告在答辩期后才对原告的专

利权提出无效宣告请求的，以及原告的发明专利权被请求宣告无效的，法院也可以根据民事

诉讼法的规定，中止对案件的审理，只不过中止审理所要求的条件要更严格一些。 

由于法院在专利权侵权诉讼过程中不能同时审查专利权的有效性，为了判决结果的公正

合理，中国法院实际上是采用了两种方法，第一，如果专利权确实存在被宣告无效的可能性，

在被告已向专利复审委员会请求宣告涉案专利权无效的情况下，法院根据被告的申请，可以

中止对案件的审理，等专利权的有效性在经过无效宣告程序甚至随后的行政审判程序认定后，

再对是否存在专利侵权行为进行判断；第二，被告可以其被控侵权行为所使用的是公知技术

为理由进行不侵权抗辩。前面介绍的最高人民法院司法解释，对于实用新型专利侵权情形，

 



间接地承认了公知技术抗辩原则。司法实践中，对于发明专利侵权纠纷案件，也允许公知技

术抗辩；对于外观设计专利侵权，同样也允许公知设计抗辩。当然，如何具体适用公知技术

抗辩原则，还在不断探索完善过程中。 

1995年3月24日，北京市高级人民法院就李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案所

作的判决是法院适用公知技术抗辩原则的一个典型案例。该案的具体案情是，1990年11月5

日，李光向中国专利局申请了名称为旗杆的实用新型专利，并于1991年8月21日获得授权。该

专利的权利要求为“一种旗杆由杆体、滑轮和旗绳组成，其特征在于：杆体是中空的，空腔

分成下气室、中气室和上气室，在杆体旗帜升起的一侧开有若干个升旗排气孔和挂旗排气孔，

杆体的下部装有分别通往三个气室的进气管，并与气源相连”。首钢总公司重型机械公司（简

称机械公司）制作的旗帜吹飘装置由主旗杆、旗帜、小旗杆、定滑轮、升降绳、风机组成，

主旗杆顶端装有球形旗冠装饰；在中空的主旗杆上部设有扁形吹风孔、下部设有进风孔；在

主旗杆上部侧面装有定滑轮；在主旗杆上部与旗帜升起的适当位置处等间距装有6排12个不对

称的扁孔锥形风嘴，并镶嵌于主旗杆吹风孔内；风机出风口与主旗杆进风口通过带法兰的软

管联通，风机进风口设有风量调节阀；主旗杆底端固定在地基上，风机固定在基座上。机械

公司提交了一份他人于1987年1月14日期满的“吹风式旗杆”实用新型专利的说明书。该专利

申请说明书说明了一种静风时的旗帜飘扬装置，它由旗帜、空心旗杆、基座、吹风机组成，

无风或微风时，开动吹风机，使空气沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆悬挂旗帜位置，并从

其上的竖直的两排小孔中排出、以较强的气流吹动旗帜飘扬。 

北京市高级人民法院认为，李光的“旗杆”专利技术方案涉及一种由中空旗杆、滑轮、

旗绳组成，利用风源将风沿3条输气管道分别送到杆体内部的3个气室，并通过在杆体旗帜升

起的一侧开设若干排气孔的吹飘旗帜装置。机械公司制作的“旗杆”，也是由中空旗杆、滑轮、

旗绳组成，其工作原理是利用风源将风沿一条输风管道送入旗杆内部的一个气室，通过在杆

体旗帜升起的一侧开设的出气装置吹飘旗帜。二者的根本区别在于李光的专利技术方案在旗

杆内有3个气室，而机械公司技术中的旗杆内仅有一个气室。李光在专利技术中明确要求保护

的只是3气室旗杆，而单气室“吹风式旗杆”实用新型专利已于1987年1月14日届满，已在李

光申请专利技术之前成为公有技术，故判决维持一审法院关于专利侵权不成立的判决结果。 

与专利权一样，中国法院在商标侵权民事诉讼程序中，无权对涉案商标权的有效性进行

审查，只能设定商标权是有效的。如果当事人对涉案商标权的有效性有异议，根据中国商标

法的规定，当事人可以向商标评审委员会申请撤销该注册商标。商标评审委员会做出维持或

者撤销注册商标的裁定后，如果当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以在三十日内向

北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，法院需通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人

参加诉讼。对北京市第一中级人民法院判决结果不服的，可以向北京市高级人民法院提起上

诉，北京市高级人民法院的判决为终审判决。 

由于著作权是在作品创作完成时依法自动产生的，并非由国家行政主管机关审核授予产

生，故在著作权侵权民事程序中，如果双方当事人对涉案作品是否构成作品，是否享有著作

权有异议，法院当然有权对此作出认定。法院要认定存在著作权侵权行为，其前提也必然是

涉案作品著作权的有效性能够得到确认。 

 

八、认定知识产权案件中商标近似的方法（请举具体判例） 

在商标民事纠纷案件中，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干

 



问题的解释》的解释：商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视

觉上基本无差别；商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、

读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、

颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品

有特定的联系。 

根据前述司法解释的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行： 

（一）以相关公众的一般注意力为标准； 

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对

对象隔离的状态下分别进行； 

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。 

相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务

的营销有密切关系的其他经营者。 

周大福珠宝金行有限公司诉上海爱丝黛拉珠宝有限公司商标侵权纠纷案[（2002）沪高民
三（知）终字第 125号]，是判断商标是否近似的一个案例。周大福珠宝金行有限公司（以下
简称周大福公司）对“周大福”文字商标享有商标权，该商标字体为中文手书字体，核定使

用商品类别为第 14类贵重金属、珠宝首饰等。上海爱丝黛拉珠宝有限公司（以下简称爱丝黛
拉公司）经营范围是珠宝首饰（不含黄金）、手表等。爱丝黛拉公司与案外人签订《商标使用

许可合同》，被许可在第 14类商品上使用“周大金”商标。“周大金”为组合商标，由图案、
文字和汉语拼音三部分组成。图案部分中间是外轮廓为钻石形中文美术字“金”，外部为着色

圆形所包围，圆形外依附有对称的拉花图案。图案的下方为文字部分，文字为“周大金”中

文手书字体。文字下方是汉语拼音部分，使用大写字母“ZHOU  DA  JIN”，每个字的拼音
之间有间隔。爱丝黛拉公司在其店堂装修、饰品包装袋和宣传资料上均使用了“周大金”组

合商标。 
一审法院认为，如果普通消费者先后分别看到一个文字商标和一个图文相兼的组合商标，

他会对文字抽象符号和图文组合的具象符号产生完全不同的视觉感受，这种视觉上的反差不

容易使消费者对原告与被告的商标产生混淆，因此，从整体结构上判断，两个商标不构成近

似。尽管两个商标在整体上不易混淆，但根据人们的记忆和阅读习惯，“周大金”组合商标中

的主体部分是“周大金”文字部分，因此，有必要将“周大福”和“周大金”的文字部分作

一比较。商标应当具有显著性，以人们的识记能力来分析，文字商标的字数越少，其显著性

越强。但是，如果文字产生变化，则文字商标的字数越少，越容易使消费者对变化前后的文

字加以区别。本案所涉的两个商标仅由三个字构成，对其中任何一个字的改动均会引起商标

文字作为整体的较大变化，且本案所涉商标被改动的文字在音、形、义上均发生明显变化，

故难以认定两个商标的文字部分在整体上构成近似，判决侵权指控不能成立。 
二审法院认为，尽管“周大福”三字与“周大金”三字均为中文手书字体，但由于“福”

与“金”在字形、读音与含义方面均存在明显的差异，“周大福”三字与“周大金”三字作为

标识第 14 类商品的符号也就存在明显的差异。况且,消费者在购买价格相对较高的珠宝饰品
时，其对于商标的注意程度相对来说也要高一些。商品商标的基本功能是标识商品的来源，

即使考虑到“周大福”商标具有一定的知名度，但由于不能认定消费者可能会混淆标贴“周

大金”三字的珠宝饰品与标贴“周大福”三字的珠宝饰品的来源，故作为商标的“周大金”

三字与“周大福”三字不相近似。如果在相同或者相类似的商品上使用的两个商标，容易使

 



消费者误认为使用该两个商标的商品在来源上存在某种诸如母子公司关系的特定联系，从而

使消费者对商品的来源产生混淆的，该两个商标可认定为近似商标。但消费者不会认为经销

“周大金”珠宝饰品的公司与经销“周大福”珠宝饰品的公司可能会存在某种诸如母子公司

关系的特定联系，因此消费者不会混淆“周大金”与“周大福”所标识的商品的来源。故判

决维持原判。 
九、知识产权司法保护引人注目的发展，被提议的立法建议（请提及具体情况） 

自2000年起，中国相继修改了《专利法》（2001年7月施行）、《商标法》（2001年12月施行）、

《著作权法》（2001年10月施行）、《计算机软件保护条例》（2002年1月施行）和《知识产权海

关保护条例》（2004年3月施行），修订了《专利法实施细则》（2001年7月施行），颁布了新的

《商标法实施条例》（2002年9月施行）、《著作权法实施条例》（2002年9月施行）、《集

成电路布图设计保护条例》（2001年10月施行）和《技术进出口管理条例》（2002年1月施行）。 

为正确理解适用修改后的专利法、商标法与著作权法，强化知识产权的司法保护，最高

人民法院相继制定了《关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》（2001年1月21日

起施行）；《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（2001 年 7 月 1 日起

施行）；《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001年7月1日起施行）；《关

于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2001 年 7 月 24 日起

施行）；《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（2002

年1月22日起施行）；《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》（2002年1

月21日起施行）；《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002年10月16

日起施行）；《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002 年 10 月 15 日

起施行）；《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2000年12

月21日起施行并于2003年12月23日修改）；《关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解

释》（2001年2月14日起施行）；《关于开展涉及集成电路布图设计案件审判工作的通知》（2001

年10月30日最高人法院审判委员会通过）；《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题

的解释》（2005年1 月1日起施行）；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产

权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004 年 12 月 22 日起施行）；以及适用于部分

知识产权犯罪案件主要是商标犯罪案件的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、

销售伪劣产品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2001年4月10日起施行）等。 

目前，最高人民法院正在制定的司法解释与指导性意见有：《关于审理涉及商标与企业名

称权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《关于审理音乐电视作品著作权民事

纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的意

见》、《关于审理植物新品种侵权纠纷案件的指导意见》等。另外，根据专利侵权民事纠纷案

件的具体情况，专门针对专利侵权问题的《关于审理专利侵权纷纷案件若干问题的规定》的

司法解释草案也在讨论之中。 

中国专利法第三次修改的准备工作已经开始进行。目前，国家知识产权局正组织有关专

家对优化专利申请手续和审查程序、发明与实有新型专利的新颖性标准和创造性标准、现有

技术的定义和新颖性宽限期、可以授予专利权的主题范围、生物遗传资源来源的披露、外观

设计专利的授权标准、专利侵权判断的标准、间接侵权、专利行政执法、建立统一的专利或

者知识产权上诉法院等问题进行研究。 

 

 



十、为在贵国法院可能成为一方利害当事人的日本公司或者个人提供建议。 

（一）诉讼代理人的委托 

知识产权法均具有地域性，日本公司或者人个根据中国法律其在中国的知识产权被侵害，

在中国向法院提起诉讼，中国法院适用的是中国的相应知识产权法律。当然，根据《民法通

则》的规定，中国缔结或者参加的国际条约同中国的民事法律有不同规定的，适用国际条约

的规定，但中国声明保留的条款除外。因此，通常情况下，当事人应当委托熟悉中国知识产

权法律的人，特别是有知识产权诉讼经验的律师代理案件。 

根据《民事诉讼法》的规定，外国人、无国籍人、外国企业和组织在人民法院起诉、应

诉，需要委托律师代理诉讼的，必须委托中国的律师。在中国领域内没有住所的外国人、无

国籍人、外国企业和组织委托中国律师或者其他人代理诉讼，从中国领域外寄交或者托交的

授权委托书，应当经所在国公证机关证明，并经中国驻该国使领馆认证，或者履行中国与该

所在国订立的有关条约中规定的证明手续后，才具有效力。 

（二）案件受诉法院的确定 

当发生知识产权民事争议，需向法院起诉解决，首先要确定受诉法院。受诉法院从级别

管辖和地域管辖两个方面确定。关于级别管辖，专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直

辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。商标民事纠

纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖；各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高

人民法院批准，可以在较大城市确定1—2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。著

作权民事纠纷案件，由中级以上人民法院管辖；各高级人民法院根据本辖区的实际情况，可

以确定若干基层人民法院管辖第一审著作权民事纠纷案件。 

关于地域管辖，就专利民事案件来说，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律

问题的若干规定》第五条规定： 

因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。  

侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销

售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的

使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行

为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。 

该司法解释第六条规定： 

原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，

制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。  

销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售

地人民法院有管辖权。 

另外，最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第二

条规定： 

诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。 

同时该司法解释第十三条规定：申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失，被申请

人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在专利权人或者利害关系人提起

的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理。 

专利侵权诉前证据保全案件的管辖法院也应根据上述规定确定。 

就商标民事案件来说，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的

 



解释》第六规定： 

因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地

或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、

隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所

在地。 

该司法解释第七条规定：对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼，原告

可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖；仅对其中某一被告提起的诉讼，该

被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。 

另外，最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题

的解释》第二条规定： 

诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据的申请，应当向侵权行为地或者被

申请人住所地对商标案件有管辖权的人民法院提出。 

同时，该司法解释第十三条规定：申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被

申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在商标注册人或者利害关系

人提起的侵犯注册商标专用权的诉讼中提出损害赔偿请求，人民法院可以一并处理。 

就著作权民事案件来说，最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问

题的解释》第四条规定： 

因侵犯著作权行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权复制品储藏地或者查封

扣押地、被告住所地人民法院管辖。侵权复制品储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵

权复制品所在地；查封扣押地，是指海关、版权、工商等行政机关依法查封、扣押侵权复制

品所在地。 

该司法解释第五条规定： 

对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼，原告可以选择其中一个被告的

侵权行为实施地人民法院管辖；仅对其中某一被告提起的诉讼，该被告侵权行为实施地的人

民法院有管辖权。 

同时，根据该司法解释的规定，著作权侵权诉前停止侵权与诉前证据保全案件的管辖参

照商标侵权诉前停止侵权与诉前证据保全案件管辖的规定办理。 

再有，最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解

释》中规定，侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。

对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以

视为侵权行为地。 

最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

中规定，对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现域名的计算机终端等设备所在地

可以视为侵权行为地。 

除以上规定以外，植物新品种侵权纠纷案件，由被告住所地或者侵权行为地所属的省、

自治区、直辖市人民政府所在地的和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。植物新品种侵

权纠纷案件中的侵权行为地，是指未经品种权所有人许可，以商业目的生产、销售该植物新

品种的繁殖材料的所在地，或者将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材

料的所在地。 

集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件，由被告住所地或者侵权行为地所属的省、自治

 



区、直辖市人民政府所在地的或者所属的经济特区所在地的或者所属的大连、青岛、温州、

佛山、烟台市的中级人民法院管辖。 

其他知识产权侵权纠纷案件，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。 

知识产权权属纠纷案件，由被告住所地人民法院管辖。 

知识产权合同纠纷案件，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同当事人可以

在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地

人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 

（三）起诉应提交的证据 

就专利侵权纠纷来说，原告应当提交其享有专利权的证据，包括专利证书、权利要求书、

说明书和最新专利年费交纳凭证。提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，还应当提交由国务

院专利行政部门出具的检索报告。独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院起诉；

排他实施许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，

自行提起诉讼，但应当提交专利权人已知有侵权行为发生而明示放弃起诉或不起诉的证明材

料。原告还应当提交侵权方面的证据，以证明被告已经实施或者即将实施侵犯专利权的行为；

提交损害赔偿方面证据，以证明其提出的赔偿数额有事实依据。 

就商标侵权纠纷案件来说，原告应当提交包括商标注册证有内的证明其享有商标权的证

据。独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院起诉；排他使用许可合同的被许可人

与商标注册人可以共同起诉，在商标注册人不起诉的情况下，可以自行提起诉讼，但应当提

交商标注册人已知有侵权行为发生而明示放弃起诉或不起诉的证明材料；普通使用许可合同

的被许可人经商标注册人的明确授权，可以提起诉讼。原告还应当提交侵权方面的证据，以

证明被告已经实施或者即将实施侵犯商标权的行为；提交损害赔偿方面的证据，以证明其提

出的赔偿数额有事实依据。 

就著作权侵权纠纷案件来说，原告应当提交证明其享有著作权或与著作权有关权利的证

据，包括涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明或

取得权利的合同等。原告还应当提交侵权方面的证据，以证明被告已经实施或者即将实施侵

犯著作权或者与著作权有关权益的行为；提交损害赔偿方面的证据，以证明其提出的赔偿数

额有事实依据。 

但要注意的是，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条的规定，

当事人向法院提供的证据系在中国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，

并经中国驻该国使领馆予以认证，或者履行中国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手

续。当事人向法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。 

 

（四）诉前停止侵权 

为避免遭受难以弥补的损害，专利法、商标法与著作权法均规定了诉前停止侵权制度。 

根据《专利法》第六十一条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者

即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可

以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为。 

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和

第九十九条的规定。 

《著作权法》第四十九条与《商标法》第五十七条也作了类似的规定。 

 



当事人可以根据案件具体情况的需要，依据法律以及相应司法解释规定的条件与要求，

向法院提出诉前停止侵权的申请。 

 

（五）证据保全 

知识产权案件的证据往往难以获得，在符合法律以及司法解释规定的情况下，当事人可

以向法院申请证据保全。根据《民事诉讼法》第七十四条的规定，在证据可能灭失或者以后

难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据。 

为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，对于专利侵权纠纷，最

高人民法院的司法解释规定了诉前证据保全制度；对于著作权与商标侵权纠纷，著作权法与

商标法中直接规定了诉前证据保全制度。 

《著作权法》第五十条规定: 

为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，著作权人或者与著作权

有关的权利人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。  

  人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即

开始执行。  

  人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。  

  申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。  

《商标法》第五十八条也作了类似的规定。 

最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第十六条规

定：人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时，可以根据当事人的申请，参照民事诉

讼法第七十四条的规定，同时进行证据保全。 

当事人可以根据案件具体情况的需要，依据法律以及相应司法解释规定的条件与要求，

向法院提出证据保全或者诉前证据保全的申请。 

 

 



２－３ 台湾 
 
（１）調査報告書 
 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程 青柳由香 
 
本稿は台湾からのカントリーレポートを要約しつつ、必要な範囲で台湾におけるヒアリ

ング、及び入手可能であった参考文献に基づく情報を加えたものである。ヒアリングは

2005年 12月に台北においてカントリーレポート執筆者である台湾大学謝洋銘教授、台北
高等行政法院、及び経済部知的財産権局に対して行った1。 
 
Ⅰ．知的財産権訴訟に関連する紛争解決の司法制度及び行政制度の間の役割の区別につい

て。日本においては、知的財産権事件のほとんどは、司法制度によって解決される。他方、

中国では、ほとんどの事件が、行政当局によって解決される。台湾におけるそれぞれの制

度の役割について回答されたい。 
 
司法当局が、主として知的財産権訴訟についての責任を負う。これに対し、行政機関は、

特許及び商標の有効性についての権限を有している。裁判所における侵害訴訟において、

被告が原告の特許の有効性について疑問を抱く場合、被告は経済部知的財産権局において、

特許の取り消し、又は、商標の無効を申し立てなければならない。当事者が行政機関によ

る決定を否定する場合、当該当事者は、行政機関において控訴することが可能である。更

に行政機関の決定を争う場合には、同当事者は、行政裁判所に対し行政訴訟を提起するこ

とができる。行政裁判権は、行政高等裁判所及び行政最高裁判所の二審からなる。 
また著作権については以下の通りである。著作物の著作者は、台湾において 1985 年以
来作品を完成した場合著作権を享受する。管轄裁判所が、著作権侵害の紛争について責任

を負うが、他に著作権問題を担当する専門的な機関として、著作権問題を取り扱うために、

著作権審査及び和解委員会を設立する（著作権法第 82条）。 
トレードシークレットの保護のための特別の機関は存在しない。特別の行政法によって

トレードシークレットを保護することは必要ではないためである。行政的救済手段に関す

る特別の規定は存在しない。管轄裁判所が、被害者が、侵害について訴えることを支援す

ることができる。 
 
知的財産権に関する上記の司法上の訴訟制度に加えて、台湾の司法院は、知的財産権問

題に関する民事、刑事及び行政訴訟を担当する知的財産権裁判所を設立することを計画し

ている。 
 
なお、ヒアリングによると、裁判地は被告の所在地となるのであるが、行政機関が台北

北部に集中しているため裁判管轄が台北高等行政法院に継続するものが多いという。また

                                                 
1 ヒアリングを実現していただいた謝教授及び徐宏昇弁護士に謝意を示したい。 



ヒアリングに際して訪問した経済部知的財産局では、相談受付・申請のためのカウンター

などが整備され、行政をサービスとしてとらえる姿勢が強く感じられた。 
 
Ⅱ．裁判所で執務する裁判官の専門的能力又は特別の技能（例えば、キャリア制度、専門

的訓練、技術的技能の補助等）2

  
台湾は以前は日本よりもさらに法曹人口が少ない社会であった。裁判官となるための国

家試験（弁護士になるための司法試験とは別の制度）では、特に 1970 年代末までは 100
名に満たない人数が合格するのみであった。しかし、1999年に 564名の合格者を出したこ
とをピークに、現在ではその状況は改善されてきている。しかし、試験が難しいため、一

般に法学部出身者が裁判官となっているといえる。したがって、一般的には、台湾の司法

制度における法的教育を理由として、ほとんどの裁判官は、自然科学の背景がない。 
大学の中には、法学教育機関に、自然科学や技術的な背景をもった学部卒業生を受け入

れる法律プログラムや学際的なプログラムがあるところがでてきた。 
裁判官は、国家試験の合格から裁判官になるまでの間、裁判官教育のための多数の専門

的コースのうちの、知的財産権セミナーを利用することができる。研修の 1ヶ月後には、
経済部知的財産局を含む各種行政機関での一連の実務研修プログラムがある。また、司法

院は、毎年、裁判官のために各種セミナーを定期的に実施している。知的財産局も、知的

財産権侵害の立証に関する研修セミナーを定期的に開催している。 
さらに、現在検討されている知的財産裁判所に関する法案等は、知的財産権裁判所の裁

判官となるための一定の要件を課し、その専門性を担保している。また、知的財産法裁判

所法の法案によれば、知的財産法裁判所は、通常の裁判官とは別に技術的審査官を擁する

こととなる。同審査官は、裁判官の技術的知識を補足することを任務とする。 
 
Ⅲ．裁判所で執務する弁護士の専門的能力、又は、専門的技能の一般的傾向 
 
ヒアリングによると、台湾の弁護士の多くは、法学部又は法学教育機関を卒業した者で

あり、厳格な資格試験に合格しなければならないという。そのため司法試験以前の段階で

の非試験科目である知的財産権法分野の知識は手薄であるという。 
またロースクールでの通常の法学教育の他に、知的財産権の専門的で長期間に及ぶ教育

を提供する大学院のコースがあるロースクールは極わずかである。 
資格試験に合格後、弁護士になるための訓練プログラムが存在する。そこでは知的財産

権に関するセミナーもある。 
弁護士は、様々な学術機関及び実務組織において随時知的財産権に関するセミナーに参

加することができる。 
知的財産権に関する専門的訓練を強化するために、知的財産局は、国立台湾大学の台湾

知的財産権研修アカデミーに、知的財産専門家研修プログラムを担当させている。この制

                                                 
2 台湾における法曹についての参考文献として、鈴木賢「台湾の法曹制度」広瀬清吾編『法曹の比較法
社会学』（東京大学出版会、2003年）223頁 



度化された研修メカニズムは、弁護士、特許及び商標の代理人、並びに、請負人を対象と

する。 
 
Ⅳ．裁判所における知的財産権に関する事件のそれぞれの分野ごとの割合：民事事件、刑

事事件及び行政事件 
 
台湾における知的財産権に関する事件の大半が、刑事事件であり、平均して 71.6%であ
る。民事事件は最も少ないが、毎年増加しており、1.28%から 2005年の 15.26%まで増加し
た。行政訴訟の占める割合も安定的に上昇している。 
 
Ⅴ．裁判所における知的財産権の分野別割合 
 

2005年 10月までの特許、商標、及び、著作権の事件の総数は、21,011件である。著作
権は 10,034件、特許は 3,462件、そして商標は 7,515件である。それぞれが占める割合は、
著作権が 47.76%、特許が 16.47%、商標が 35.77%となっている。 
 
Ⅵ．IP訴訟の損害賠償認定方法 
 
台湾における知的財産法の損害賠償の計算方法は、特許法第 85条・商標法第 63条・著
作権法第 88条及び営業秘密法第 13条に明文規定がある。以下の 4種の計算方法が特許、
商標、著作権及び営業秘密が侵害された際に適用される： 
（1）具体損害計算法 
（2）差額法 
（3）総利益法 
（4）総販売額法 
 
特許実務では総利益法が多く採用されている。但し、まれに裁判所が「差額法」を採用

する場合がある。 
商標権の侵害による損害賠償の認定は、所受損害と所失利益の判断が難しいため、存在

が確認された侵害商品数量が 1500 件に満たない場合若しくはそれに近い数量である場合
は、多くの場合販売価格の数倍を賠償額とする計算方法で損害賠償額を決定している。 
著作権侵害の損害額の多くがその認定が困難であり、原告は実際の損害若しくは被告の

得た利益を挙証することが難しい。多くの裁判所では当事者の要求を総合的に判断・酌量

しここの要素を基に賠償額を確定している。 
営業秘密侵害時の損害賠償について、実務上の見解は多くが総利益説を採用している。 
（いずれの分野についてもカントリーレポートにおいて幾つかの判例が紹介されているの

で、参照されたい。） 
 
 
 



Ⅶ．IPの有効性に対する司法管轄権限 
 
1．特許権の有効性の認定 
特許権の有効性については行政機関（知的財産局）が先ず処理をし、不服がある場合は

司法プロセスにより判断する（行政裁判所）。詳しくは、知的財産局が告発案と取り消し案

を審査する。それらの行政決定は行政処分であるため不服がある場合には行政救済が可能

で、経済部に訴願を提出できる。訴願決定にも不服がある場合に限って司法プロセスに進

み、行政裁判所に取り消しを求める裁判を提訴する。（行政訴訟法第 4条第１項）。当事者
が取り消しを求める訴訟を提起した場合、行政裁判所は「取消し案」の行政処分を取り消

すかどうかに対して判断する。判決で取り消しを言い渡された場合でも、知的財産局は再

度要件を審査し決定を下す。 
また、特許権侵害訴訟案件は一般の裁判所が管轄する。もし被告が原告の特許権の有効

性に疑いがあると感じた場合は知的財産局に告発若しくは該当特許権の取り消しを申し出

ることができる。この場合、告発案・取り消し案が確定するまで、裁判所は審判を停止す

ることができる（特許法第 90条第 1項）。 
 
2．商標権の有効性の認定 
商標権の有効性については行政機関（知的財産局）が先ず処理をし、不服がある場合は

司法プロセスにより判断する（行政裁判所）。詳しくは、知的財産局が評定案を審査する。

それらはすべて行政決定であり、行政処分であるため不服があれば経済部に訴願を提起す

ることで行政救済を提起できる。訴願の結果に不服がある場合に限り司法プロセスに進み、

行政裁判所に取り消しを求める訴訟を提訴できる（行政訴訟法第 4条第 1項）。 
 
3．著作権の有効性の認定 
当事者が著作が著作権法の保護要件を満たしているかどうかに疑いを持つ場合には、裁

判所が具体的に個別案件として認定する。 
  
4．営業秘密の有効性の認定 
裁判所が営業秘密の認定に対する最終権限を持っている。 

 
Ⅷ．商標近似性の判断方法3

 
商標を主管する知的財産局でのヒアリングでは、審査のために導入した独自のコンピュ

ーターシステムを見学したが、これにより審査が容易になったということであった。この

システムは以下のような基準に基づいている。 
2003年 5月 28日に交付された改正商標法は、多くの規定に「混淆・誤認の疑い」を要

                                                 
3 日本語の文献として、蔡憲明「台湾の商標法における『混同誤認の虞』に関する審査基準」パテント
Vol. 58 No. 3（2005年）88頁 



件として上げている4。商標業務を主管する知的財産局が 2004年に発表した「混淆・誤認
の疑い」審査基準は商標が、相似・近似しているかどうか、商品が相当・類似しているか

の判断基準を示している。知的財産局は 2つの商標間で混淆・誤認の疑いがないかを判断
するには、8 項目の要素を参考にすべきとしている（カントリーレポートを参照のこと）。
要素を総合的に判断し、最終的には混淆・誤認の疑いは市場交易の実際状況に照らし合わ

せなければならないとされる。 
 
Ⅸ．IP保護と関連する注意すべき判決及び法案など 
 
現在台湾では知的財産権制度において大きな動きを見ている。ヒアリングにおいて幾つ

かの判例・法案の紹介を受けたが、いずれも興味深いものであり、台湾における知財制度

の理解に重要な意味があると考えられたので、各法分野について出来るだけ多くの判例･

法案をカントリーレポートにあげていただくことにした。 
カントリーレポートでは、著作権法についてはインターネット上での著作権の問題であ

る P2P関連の判決（Ezpeer案（92年訴字第 728号）、Kuro案（92年訴字第 2146号））が挙
げられている。これらは類似事案でありがならも判決が異なる。いずれも確定判決ではな

く、最高裁判決が待たれる。 
また、著作権法に関連したフォークロアの分野では、原住民族伝統知的創作保護条例法

案が 2005年 2月に行政院を通過し、立法院での審議に入った。法案は計 23条から成り立
っており、主な内容としては原住民の知的・創作の定義・保護範囲・権利取得の方法・権

利に対する制限及び権利が侵害された際の救済方法などがある。 
特許に関して、2005年 12月 8日に克流感（日本名：タミフル）の強制授権処分を下し
たことが挙げられている。知的財産局は台湾特許法 76条 1項の規定により防疫に対する必
要性から行政衛生局の申請を受け入れ、衛生局にタミフルを製造する特別許可を与えたも

のである。 
また、特許と公平交易法（日本で言う独占禁止法）の耕作領域では、CD-R 製造に関す
るパテントプールの事案が挙げられた。本件においてはパテントプールを共同行為として

厳格にとらえることはなされなかった。他に特許関連の注意すべき法案として、特許師法、

專家參審試行条例がある。 
 商標法に関して、司法院大法官が行った数少ない解釈のうちの最新のものとして司法院

大官第 594号解釈が紹介されている。また商標法は 2003年に修正された点についても、カ
ントリーレポートでは簡単に紹介しているので参照されたい。さらに知的財産局は次回の

法修正の際に刑事責任を追加する準備をしている。 
 
Ⅹ．日本企業もしくは個人がわが国の IP訴訟の利害関係者になった場合の注意点 
 
ヒアリングでは台湾における手続法・実体法のそれぞれに注意する点があるとの指摘を

受けた。特に、近時は司法改革のための法改正、必要に応じた知的財産制度の法改正が重

                                                 
4 例えば 23条 1項 13号など 



なっているため、最新の制度に則って訴訟準備が必要であるという。この点を反映して、

カントリーレポートでは手続法、実体法それぞれに対して複数の点が挙げられている。 
 以下では、紹介のため幾つかの論点を挙げる。手続法については以下の通りである。 
第 1に普通裁判所もしくは行政裁判所へ提訴しなければならないことに注意する必要が
ある。現行の台湾 IP関連訴訟制度によると、民事・刑事責任の部分に関しては普通裁判所
が審理し、特許権もしくは商標権の有効性に疑いがある場合には知的財産局に対して特許

の取り消しを検挙、もしくは商標の無効を申請することができる。知的財産局の処分に不

服な場合、訴願後行政裁判所に行政救済訴訟を提起することができる。 
第 2に、民事訴訟法上では「集中審理」制度と「第三審律師（弁護士）強制代理」制度
に注意する必要がある。民事訴訟に関しては、台湾の学会では最近集中審理主義による訴

訟の迅速な進行が唱えられており、台湾司法院は 2002年 11月 27日に「民事訴訟集中審理
程序参考要点」を発布した。 
第 3に、刑事訴訟法中の「交互詰問」・「証拠保全」・「自訴の律師（弁護士）強制代理」
に注意する必要がある。台湾では特許法中の特許侵害に対する刑事責任を廃除したため、

商標権と著作権に関してのみ刑事訴訟法が適応される余地がある。 
第 4に、行政訴訟上での「二級二審制」と「取消し訴訟の訴願前置主義」に注意する必
要がある。行政訴訟に関しては、台湾行政裁判所が二級二審制を採用していることに注意

する。 
実体法上、以下の点に注意が必要である。 
まず、台湾が 2002年 1月 1日付でWTOに加入したことにより、日本と同じWTO加入
国として関連法案ではTRIPs協定第 3条の国民待遇の精神を原則として採用している。こ
れに関連して、台湾がWTO に加入する以前に完成されていた日本国民の著作で旧台湾著
作権法の保護を受けていなかったものに関しては、新台湾著作権法第 106-1から 106-3条
の遡及効果と過度期間に関する規定に注意する必要がある。 
また、日本国民が台湾で特許の国際優先権を主張したい場合には 1996年 2月 1日後、
商標国際優先権は2002年1月1日後のものとし、且つ優先権期間に注意する必要がある（こ
の点の詳細についてはカントリーレポートを参照されたい）。 

以上 
 
 



（２）カントリーレポート 
 

台湾大学教授 謝洋銘 
翻訳：青柳由香・星友康（台湾大学法学院法学研究所） 

 
Ⅰ．知的財産権訴訟に関連する紛争解決の司法制度及び行政制度の間の役割の区別。日本

においては、知的財産権事件のほとんどは、司法制度によって解決される。他方、中国で

は、ほとんどの事件が、行政当局によって解決される。台湾におけるそれぞれの制度の役

割について。 
 
司法当局は、主として知的財産権訴訟についての責任を負っているが、行政機関は、特

許及び商標の有効性についての権限を有している。裁判所における侵害訴訟において、被

告が原告の特許の有効性について疑問を抱く場合、被告は、経済部知的財産権局において、

特許の取り消し、又は、商標の無効を申し立てなければならない。当事者が、行政機関に

よる決定を否定する場合、当該当事者は、行政機関において控訴することが可能である。

更に行政機関の決定を否認する場合、同当事者は、行政裁判所に対し行政訴訟を提起する

ことができる。行政裁判権は、行政高等裁判所及び行政最高裁判所の二審からなる。 
 
知的財産権に関する司法上及び行政上の救済手段について、以下の通り説明する。 

 
1．特許 
 
特許を例に挙げると、特許法第 84条の I及び IIによれば、発明特許の侵害の場合には、
特許所有者は損害賠償の請求、並びに、侵害の除去、及び、侵害のおそれを予防すること

を要求することができる。独占的ライセンシーも、前段に定める請求又は要求を行なうこ

とができるが、契約に別途の定めがある場合はこの限りではなく、かかる場合においては、

契約の規定が優先する。特許所有者は民事裁判所に訴訟を提起することができる。一般的

には、特許侵害の場所の民事裁判所が、当該訴訟を担当する。同法第 92条によれば、裁判
所は、専門家による法廷を設置するか、又は、発明特許訴訟の事案を取り扱うために特定

の者を任命することができる。司法院は、特許侵害事件において必要となるところにした

がって、特定の専門的機関に専門家鑑定業務を遂行させるために指名することができる。

発明特許に関する訴訟を取り扱うことを受諾した裁判所は、前段に基づき指名された専門

的機関に、必要とするところにしたがって、専門家鑑定業務を遂行させることができる。

しかしながら、専門家による鑑定は、裁判所を拘束するものではない。特許法第 108条及
び第 129条によれば、実用新案特許及び意匠特許についても、同様の適用がある。 
 
実用新案特許の場合については注意を要する。台湾は、2004年 7月 1日、実用新案特許
に関する規則を変更した。特許法第 105条は、実用新案の特許権が取り消された場合、特
許所有者は、当該特許の取消し前に当該特許所有者による当該実用新案権の行使により他

の者が被った損害について責任を負う。前段に定める場合において、特許所有者による実



用新案特許の行使が、当該実用新案に関連する技術評価報告書の内容に基づき実施された

ものである場合、又は、特許所有者により相当な注意をもって行なわれたものである場合

には、特許所有者は、実用新案特許権の行使において、一切の過ちを犯していないと推定

される。この結果として、台湾においては 2004年 7月 1日以降、実用新案特許に対し、正
式の審査が適用されている。 
 
以上に加え、特許侵害に対する制裁について説明することが有益である。特許侵害に対

する禁固刑による制裁は、1994年 1月 21日に削除されたが、罰金刑は存続している。さ
らに、発明特許に対する全ての制裁は削除されたが、実用新案特許及び意匠特許の侵害に

対する制裁はこれから除外された。2003年 3月 31日付けの特許法の改正によって特許侵
害に対する全ての制裁は廃止され、民事訴訟で取り扱われることとなった。 
 
行政機関に関しては、関係当事者は、特許の取り消しの結果として回復可能な正当な利

益を有する場合には、特許が失効したか又は事実上消滅した後に無効訴訟を提起すること

ができる（特許法第 67条）。次のいずれかの事情がある場合には、意匠特許権は取り消さ
れ、特許証は、特許当局が定める期間内に返納しなければならない。無効確認訴訟の開始

によって、又は、職権により、返納がなされない場合には、問題となっている特許証の取

り消しに関する公告が行なわれる。 
1. 意匠が、本法第 12条第 1項、第 109条から第 112条まで、第 117条、第 118
条、又は、第 122条第 3項の規定に違反している場合、 

2. 出願人の本国が、中華民国国民によって同国において提出された特許申請を受
理しない場合、又は、 

3. 意匠特許所有者が、意匠特許の出願を提出する権限を有する者ではない場合。 
本法第 12条第 1項に定める規定、又は、同条同項第 3号に定める規定に違反したとす
る特許を付与された意匠に対する無効確認訴訟は、当該事件の関係当事者のみが起こすこ

とができる。前段に定めるその他の事情に基づく場合、如何なる者も、関係する証拠を添

えた無効確認請求を特許当局に提出することができる（特許法第 128条）。特許法第 73条
II によれば、発明特許の確定的取り消しの効果として、当該特許は最初から存在しなかっ
たものとみなされる。また、特許法第 129条は、第 73条の規定が、意匠特許に準用される
ことを定めている。第 107条によれば、次のいずれかの事情がある場合、実用新案特許は、
取り消され、また、当該特許について発行された特許証は、特許無効の決定を受理した後、

特許当局が定める期間内に返納しなければならない。返納されない場合、当該特許証の取

り消しにかかる公告が掲載されることとなる。 
1. 実用新案特許が本法の第 12条第 1段落、第 93条から第 96条、第 100条第 2
段落、第 108条により準用される第 26条、第 108条により準用される第 31
条の規定に違反していると認定された場合、 

2. 特許所有者の本国が、中華民国国民が提出した特許出願を受理しない場合、又
は、 

3. 実用新案特許所有者が、実用新案特許の出願を提出する権限を有する者以外の
者である場合 



取り消しは、行政行為であることから、申し立て又は行政訴訟によって無効とすること

ができる。 
 
2．商標 
 
商標権所有者は、その商標権を侵害する者に対し損害賠償を請求することができ、また、

商標権に対する侵害の除去を要請することができる。侵害の可能性がある場合については、

当該権利所有者は、その予防を要請することもできる。商標法第 29条第 2段落に定める内
容を、商標権所有者の同意なしに行なう者は、商標権を侵害したことになる。商標権所有

者は、第 61条第 1段落の規定に基づき要請する場合、商標を侵害する物品又は侵害に用い
られた材料若しくは機器の破壊その他必要な処分を要請することができる（第 61条）。商
標法第 81条によれば、商標又は団体商標権の所有者の事前の同意なしに、次のいずれかの
行為を行なう者は、3 年以下の禁固、拘留、及び、それらに加えて又はそれに替えて、
NT$200,000以下の罰金の刑に処せられる。 

1．同一の物品又はサービスに登録商標又は団体商標と同一の標識を使用する者 
2．類似の物品又はサービスに登録商標又は団体商標と同一の標識を使用し、関連
性のある消費者を混同又は誤解させる可能性を生じさせた者 

3．同一又は類似の物品又はサービスに登録商標又は団体商標に類似した商標を使
用し、関連性のある消費者を混同させる可能性を生じさせた者 

検察官は、裁判所において違反を非難する責任を負う。 
 
商標の登録が、（商標法）第 23条第 1段落、又は、第 59条第 4段落の規定に違反する
場合、関係当事者又は商標審査官は、当該登録を無効にするよう登録事務所に要請又は照

会することができる（商標法第 51 条 I）。商標の登録の後に次の事態が生じた場合には、
登録事務所は、職権又は申し立てに基づき、当該登録を取り消すものとする。 

1．商標が、自動的に改変されたか又は追加的な記載によって補完された場合であ
って、当該商標が、同一又は類似の物品又はサービスに用いられる他の者の登

録商標と同一又は類似であることにより、関連する消費者に混同のおそれを生

じさせるとき 
2．正当な理由なしに、商標が、登録後 3年間継続的に使用されていないか又は停
止されている場合。但し、ライセンシーによって使用されている場合には、こ

れは適用されないものとする。 
3．第 36 条によるところの、適切かつ識別性を有するラベルが、添付されていな
い場合。但し、登録事務所が処分する前に、識別性を有するラベルを添付する

ことによって混同の可能性がないものについては、上記のものは適用されない。 
4．商標が、当該商標が指定されている物品又はサービスの一般的な標識、名称又
は形状となった場合。 

5．商標の実施が、当該商標が指定された物品又はサービスの性質、品質、又は、
出処について公衆を誤解させる可能性があるもの、又は、 

6．商標の使用が、裁判所の判決によって、他の者の著作権、特許権その他の権利



を侵害するものであると確定した場合（第 57条 I）。 
第 46条及び第 54条にしたがって、商標登録は、審査後、それに対する異議が確定した
場合には取り消される。無効が確定した商標の登録は、無効となる。但し、無効の原因が

当該無効についての審査の時点において存在しない場合、公衆及び関係当事者の利益を考

慮した上当該無効を却下する決定を行なうことができる。上記は全て行政行為である。救

済手段は、特許法のものと同様である。最初に、当事者は、経済部に申し立てを行なうこ

とがで、また、次に、行政高等裁判所及び行政最高裁判所に訴訟を提起することができる。 
 
3．著作権 
 
著作物の著作者は、台湾において 1985 年以来作品を完成した場合著作権を享受する。
著作者は、その著作権を登録することは必要ではない。管轄裁判所は、著作権侵害の紛争

について責任を負う。 
 
著作権所有者又は版権所有者は、その権利に対する侵害を取り除くよう要請することが

できる。侵害の可能性がある場合、当該侵害を防止するよう要請することができる（第 84
条）。著作者人格権を侵害する者は、損害賠償の責任を負う。非金銭的な被害の場合、被害

当事者は、相当の金額の補償を請求することができる。著作権法第 85条にしたがって、前
段において言及されている侵害物件において、被害当事者は、著作者の名前又は名称の表

示、内容の訂正、又は、その評判を回復するために必要な他の適切な措置を要請すること

ができる。第 84条又は第 85条第 1段落にしたがって請求を行なう場合、被害当事者は、
侵害行為の結果として作成された物品又は主として侵害行為を行なうために用いられた物

品を破壊するかその他必要な処分を行なうことを要請することができる。第 89条によれば
被害当事者は、侵害者が、その費用負担により、新聞又は雑誌に当該侵害に関する判決の

全部又は一部を掲載するよう要請することができる。この他にも、制裁が存在する。著作

権法第 93条によれば、第 91条第 1段落若しくは第 2段落、第 91条の 2、第 92条、又は、
第 93条に規定する犯罪を業として犯した者は、1年以上 7年以下の禁固とし、また、これ
に加えて、TN$300,000以上、TN$3,000,000以下の罰金に処される（第 94条 I）。管轄権を
有する裁判所は、民事及び刑事の救済措置について責任を負う。 
 
これに加えて、著作権法第 85条から第 89条には刑事訴追に関する規定がある。この章
に定められている犯罪は、告発のみによって訴追可能なものである。但し、これは、第 91
条第 3段落、第 91条の 2第 3段落及び第 94条に定める犯罪にはついては適用されない（第
100条）。 
 
著作権問題を担当する専門的な機関は、著作権問題を取り扱うために、著作権審査及び

和解委員会を設立する（第 82条）。第 82条の 2によれば、調停による和解を得た日から 7
日以内に、著作権問題を担当する専門的な機関は、管轄権を有する裁判所による審査を受

けるために書面の調停和解書を提出する。裁判所は、前段に言及する書面の調停和解書を

迅速に検討する。法令、公序、若しくは、善良な倫理に反しないか、又は、強制執行が不



可能ではない限り、裁判官は、それ（又は写し）に署名し、その法廷の印を押し、調停和

解書を著作権問題を担当する特別の機関に対し、当事者への送達のために返却し、また、

独自の記録としてその写しを一部保持する。裁判所が、調停和解書を承認しないことを決

定した場合、同裁判所は、その理由を著作権問題を担当する特別の機関に通知する。第 82
条の 3は、調停和解が裁判所によって承認された後に、全当事者が、調停対象事項に関し、
さらなる公的又は私的な訴追又は措置を開始しないことについて規定している。前段にお

いて言及する裁判所によって承認された民事の調停和解書は、民事の事件における裁判所

の終局的及び上訴不可能な判決と同じ効力を有する。裁判所によって承認された刑事の調

停和解書に関しては、対象事項が、一定の金額の支払、又は、これに替わるものであるか

担保に関するものである場合には、書面の調停和解書は、執行令状となる。 
 
4．トレードシークレット 
 
トレードシークレットが不正使用された場合、被害当事者は、かかる不正使用を除去す

るよう要請することができる。不正使用の可能性がある場合、その防止を要請することが

できる（トレードシークレット法第 11条）。トレードシークレット法第 12条 Iによれば、
故意に又は過失により他の者のトレードシークレットを不正使用した者は、損害賠償につ

いて責任を負う。二人又はそれ以上の当事者が共同で不正使用した場合には、かかる当事

者は、連帯して責任を負う。 
 
刑事的救済措置に関しては、制裁の規定がないが、これは、トレードシークレットの違

反者が、刑事上の責任を負わないことを意味するものではない。トレードシークレットの

侵害は、刑法第 316条に基づく職務上の秘密の開示の要件、商事又は工業取引の開示（刑
法第 317条及び第 318条）、並びに、公正取引法第 36条の要件を満たすこともある。管轄
裁判所は、民事及び刑事の救済手段について責任を負う。 
 
トレードシークレットの保護のための特別の機関は存在しない。特別の行政法によって

トレードシークレットを保護することは必要ではない。行政的救済手段に関する特別の規

定は存在しない。管轄裁判所が、被害者が、侵害と対決することを支援することができる

のである。 
 
知的財産権に関する上記の司法上の訴訟制度に加えて、台湾の司法院は、知的財産権問

題に関する民事、刑事及び行政訴訟を担当する知的財産権裁判所を設立することを計画し

ている。知的財産権侵害の事案は、主として刑事手続で処理されている。刑事訴訟が行な

われる一方で原告は追加的な損害賠償請求を提起する。民事の決定と刑事の判決は、それ

ぞれ独立したものであるが、損害賠償請求は、刑事上の判決について言及することが多い。

知的財産権に関する行政訴訟及び民事訴訟は、相関的である。この結果、特別の知的財産

権裁判所の設置は、司法上の資源の活用の調整のためのみならず、裁判所ごとに意見が異

なることを回避するためにも有益である。 
 



Ⅱ．裁判所で執務する裁判官の専門的能力又は特別の技能（例えば、キャリア制度、専門

的訓練、技術的技能の補助等） 
 
一般的には、台湾の司法制度における法的教育を理由として、ほとんどの裁判官は、自

然科学の背景がない。大学の中には、法学教育機関に、自然科学や技術的な背景をもった

学部卒業生を受け入れる法律プログラムや学際的なプログラムがあるところがある。ロー

スクールの生徒の中には、二つの分野を専攻する者や、他の学科を副専攻する者がある。

こうした学生の内、裁判官になるための国家試験に合格した者は、知的財産権侵害事件の

処理において有益である。以下において、裁判官のための知的財産権に関する専門的な訓

練について紹介する。 
 
1．ロースクールにおける法学教育 
 
法律、政治又は行政を専攻して国内又は外国の大学の学位を取得するか、国家公務員及

び裁判所書記官試験に合格し 3年以上経過した者、又は、司法試験の受験のための資格試
験に合格した者で、18歳から 55歳までの市民は、国家司法試験を受験することができる。
台湾のロースクール又は法学教育機関においては、必修科目又は選択科目として、知的財

産権入門、特許法、商標法、著作権法といった知的財産権のコースがある。 
 
2．裁判官のための専門的研修 
 
国家試験の合格から裁判官になるまでの間、裁判官教育のための多数の専門的コースを

利用することができる。知的財産権セミナーは、重要なコースの一つである。研修の 1ヶ
月後には、各種行政機関での一連の実務研修プログラムがある。当然ながら、経済部知的

財産局は、更なる実務的経験を得るための一連の研修のためには望ましい場所である。 
 
3．職業訓練 
 
司法院は、毎年、裁判官のために各種セミナーを定期的に実施している。例えば、司法

院は、2005年には、行政裁判所への異動を希望する裁判官のために、知的財産権法の教授
や専門家を招いてセミナーを開催した。このセミナー・プログラムでは、知的財産権法及

びその実務、著作権法、e コマースに関する法的問題、知的財産権の国際的運用及び二国
間交渉、ソフトウェアと商業化の特許要件といったものを取り上げられた。また、知的財

産局は、裁判官が知的財産法と実務について理解し、また、知的財産に関連する事件を処

理するための技能を習得することを支援するために、知的財産権侵害の立証に関する研修

セミナーを定期的に開催している。 
 
知的財産権の専門家研修をより良いものとするために、知的財産局は、国立台湾大学ロ

ースクールの台湾知的財産権研修アカデミーに、知的財産専門家研修プログラムを担当さ

せている。計画上の中期的目標の一つは、知的財産権侵害についての合理的な認定及び効



果的な救済手段を決定することができるように裁判官の専門的知識を改善することである。

台湾知的財産権研修アカデミーは、将来の裁判官に専門的訓練を提供することも可能であ

る。 
 
4．知的財産権裁判所の裁判官は、将来においては専門的資格をもつことが必要となる。 
 
知的財産権裁判所に関する法案及び知的財産権事件の取り扱いに関する法律によれば、

知的財産権裁判所の裁判官は、次の資格のうちの一つを持っていることが必要となる。 
(1) 知的財産権裁判所の裁判官であったことがあること。 
(2) 裁判官又は検察官として 2年以上執務したか、裁判官又は検察官として 5年以上執
務し、また公務員として執務し、合計 10年以上執務したことがあること。ただし、特許法、
商標法、その他の法と技術に関するものについての専門的訓練を受けなければならない。 

(3) 知的財産権法の弁護士としての 8年以上の経歴に加えて豊富な経験を有すること。 
(4) 大学の助教授、準教授又は教授として 8年以上の経験を有し、知的財産権法を 5年
以上講義し、知的財産権法の分野での出版物があること。 

(5) 中央研究院において、準研究員、准研究員又は研究員として8年以上の経験を有し、
知的財産権法に関する出版物があること。 

(6) 大学の法律、政治、又は、行政に関する学部を卒業し、公務員であるか、若しくは、
公務員であったことがあり、10年以上にわたり、知的財産権に関する審査、申し立て又は
法務に関する実務を担当した経験があること。 
 
また、知的財産権裁判所は、裁判官に対し、具体的な法的知識を豊富にするために、専

門的な研修を毎年実施すべきである。 
 
知的財産法裁判所法の法案によれば、知的財産法裁判所は、通常の裁判官とは別に技術

的審査官を擁することとなる。同審査官は、裁判官の技術的知識を補足することを任務と

する。執務上のニーズに基づき、知的財産法裁判所は、技術的審査官としてあらゆる種類

の専門家を雇用することができる。また、知的財産法裁判所は、知的財産権又は技術的知

識をもった専門家を司法院から借り受けることができる。技術的審査官は、技術の特定、

技術的資料の収集及び分析、技術的問題についての意見の表明、並びに、法的手続への参

加に関し、裁判官の命令に従わなければならない。 
 
 
Ⅲ．裁判所で執務する弁護士の専門的能力、又は、専門的技能の一般的傾向 
 
弁護士の大半は、台湾の法学部又は法学教育機関を卒業した者であり、厳格な資格試験

に合格しなければならない。ロースクールでの通常の法学教育の他に、専門的で長期間に

及ぶ知的財産権教育を提供する大学院のコースがあるロースクールは極わずかである。一

般的には、残りのほとんどは、中期的及び短期的な専門的訓練の場ということができる。 
 



知的財産権に関する専門的訓練を強化するために、知的財産局は、国立台湾大学の台湾

知的財産権研修アカデミーに、知的財産専門家研修プログラムを担当させている。台湾知

的財産権研修アカデミーは、2005年には、コースの立案、資料の編集、及び、選抜された
教員に対する訓練を実施した。台湾知的財産権訓練アカデミーは、2006年にはより多くの
選抜された教員に対する訓練を大学及びいくつかの専門学校に担当させることにしている。

より多くの知的財産権専門家を訓練するために、この制度化された研修メカニズムによっ

て、弁護士、特許及び商標の代理人、並びに、請負人に対し、知的財産権の学習プログラ

ムを提供することができるのである。弁護士は、この方法によって知的財産権についての

知識をよりよいものとすることができる。 
 
1．ロースクールにおける教育 
 
弁護士として従事するための試験を受けるために必要な資格として、法学部を卒業する

か、又は、知的財産権法を含む法律科目を 20単位分履修して他の学部を卒業することが不
可欠である。このため、知的財産権法入門、特許法、商標法、及び、著作権法といった知

的財産権の科目は、ロースクール又は大学院において選択科目又は必修科目としてとるこ

とができる。 
 
2．弁護士になるための訓練 
 
資格試験に合格後、弁護士になるための訓練プログラムが存在する。知的財産権に関す

るセミナーがその一つである。 
 
3．弁護士のための高度の訓練 
 
弁護士は、様々な学術機関及び実務組織において随時知的財産権に関するセミナーに参

加することができる。法律事務所には、特許代理人がおり、このため、弁護士及び特許代

理人は、専門的知識及び具体的な手腕について相互に協議し学習することができる。 
 
 
Ⅳ．裁判所における知的財産権に関する事件のそれぞれの分野ごとの割合：民事事件、刑

事事件及び行政事件 
 
次の統計は、民事、刑事、及び、行政のそれぞれの判決に関するものである。データは

2000年 1月から 2005年 10月までのもの。 
 



【表 1】民事裁判所での決定 
年 著作権 特許 商標 事件総数 
2000   23  20   19   62  
2001   28  15   14   57  
2002   71  49   42   162  
2003   127  102   92   321  
2004   149  211   122   482  

1-10 2005   123  186   114   423  
合計 521  583   403   1507  

 
【表 2】刑事裁判所での決定 

年 著作権 特許 商標 事件総数 
2000   1289  127   507   1923  
2001   2885  184   651   3720  
2002   1655  158   614   2427  
2003   1811  201   1083   3095  
2004   1175  63   1095   2333  

1-10 2005   698  0   857   1555  
合計 9513  733   4807   15053  

 
【表 3】行政裁判所での決定 

年 著作権 特許 商標 
2000   7   37   44   
2001   318   343   661   
2002   459   547   1006   
2003   406   506   912   
2004   503   531   1034   

1-10 2005   453   341   794   
合計 2146   2305   4451   

 
上記を概観するため、知的財産権に関する事件の総数に対する表 1から表 3までの民事、
刑事及び行政訴訟の数の割合をパーセンテージで示した（表 4）。 

 
【表 4】 

年 知的財産権に関 
する事件の総数 

民事訴訟の 
占める割合 (%) 

刑事訴訟の 
占める割合 (%) 

行政訴訟の 
占める割合 (%) 

2000  2,029  3.05   94.78   2.17  
2001  4,438  1.28   83.82   14.9  
2002  3,595  4.5   67.51   27.99  
2003  4,328  7.41   71.51   21.08  
2004  3,849  12.52   60.61   26.87  

1-10 2005  2,772  15.26   56.1   28.64  
Total 21,011  7.17   71.64   21.19  

 



【図 1】 
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上図からは、台湾における知的財産権に関する事件の大半が、刑事事件であり、平均し

て 71.6%であることが分かる。民事事件は最も少ないが、毎年増加しており、1.28%から
2005 年の 15.26%まで増加した。行政訴訟の占める割合も安定的に上昇している。行政訴
訟と比較すると、刑事訴訟の占める割合は減少している。この状況は、特許法において特

許侵害に対する制裁が削除されたことによるものである。特許侵害については、民事上の

救済措置が適用される。もう一つの理由は、民事及び行政訴訟が、徐々に改善されてきた

ことである。いずれにせよ、知的財産権に関する訴訟は、本質的に財産に関する法的問題

であることから、知的財産権紛争を解決するために制裁を用いることは適切ではない。 
 
 
Ⅴ．裁判所における知的財産権の分野別割合 
 

2005年 10月までの特許、商標、及び、著作権の事件の総数は、21,011件である。著作
権は 10,034件、特許は 3,462件、そして商標は 7,515件である。それぞれが占める割合は、
著作権が 47.76%、特許が 16.47%、商標が 35.77%となっている（図 2参照）。 

【図 2】 
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図 2は、知的財産権訴訟のうち著作権が最も高い割合を占めており、平均で 47.76%とな
っていることを示している。知的財産権に関する事件のうち半分近くが著作権に関するも

のである。商標は、35.55%となっており 2番目に多く、ほぼ 3分の 1を占めている。特許
は最も少なくわずかに 16.47%である。詳細は表 5に示した通りである。 
 



【表 5】 
年 知的財産権 

事件総数 
著作権事件が 
占める割合 (%) 

特許事件が 
占める割合 (%) 

商標事件が 
占める割合 (%) 

2000 2,029   64.66 7.59   27.75 
2001 4,438   65.64 11.65   22.71 
2002 3,595   48.01 18.53   33.46 
2003 4,328   44.78 16.38   38.84 
2004 3,849   34.40 20.19   45.41 

1-10 2005 2,772   29.62 23.05   47.33 
合計 21,011   47.76 16.47   35.55 

 
表 5は、最近 6年間では、数においては平均的に著作権が最も多いが、減少しているこ
とを示している。これとは反対に、特許と商標は、相当上昇中である。次の図はこの傾向

を明確に示している。 
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【図３】 

 
Ⅵ．IP訴訟の損害賠償認定方法 
 
1．法律規範中の損害賠償認定方法 
 
台湾における知的財産法の損害賠償の計算方法は、特許法第 85条・商標法第 63条・著
作権法第 88条及び営業秘密法第 13条に明文規定がある。その計算方法は下記の数種に分
類されるが、そのうちのいくつかの計算方法は知的財産法全般にわたって規定されている

ものであり、あるものは各種知的財産権法関連規定の中に特別規定として設けられている

ものである。以下の 4種の計算方法は特許、商標、著作権及び営業秘密が侵害された際に
適用される： 
（1）具体損害計算法： 
民法第 216条権利者が実際に受けた損害及び所失利益を計算基準とし、その損害賠償範
囲を決定する方法 



（2）差額法： 
被害者が損害を証明できない際に、通常その権利を行使していれば得られたであろう相

当利益から被害を受けた後に権利を行使したことにより出る利益の差額を損害賠償額とし

て計算する方法 
（3）総利益法： 
侵害人が侵害行為を行うことにより得た利益を請求する方法。侵害人の得た利益から侵

害人のコストを差し引いた侵害行為の利益を損害賠償額として計算する方法 
（4）総販売額法： 
侵害人がそのコストと必要経費を証明できない場合、侵害行為によって得たすべての収

入を利益として計算し、損害賠償額を計算する方法 
 
また、特許権若しくは営業秘密の侵害の場合、その侵害行為が故意の場合には、裁判所

は被害者の要請により、その侵害の度合いを酌量し、損害額以上の賠償を認めることがで

きる。但し、すでに証明された損害額の 3倍を超えてはならない。商標権の侵害の場合、
存在が確認された商標権侵害商品の販売価格の500倍から1500倍の金額を損害賠償額とし
て計算できる。但し、存在が確認された商品の個数が 1,500 件を越える際にはその総額を
賠償金額とする。著作権侵害の場合、被害者が実際の損害額を証明することが難しい場合、

裁判所賠償額を酌量してもらう旨の申請を行うことができる。その賠償額は侵害の度合い

に応じ、新台湾ドル 1万元以上 100万元以下となる。侵害行為の度合いが重大な場合に限
り、賠償額の上限を 500万元とすることができる。 
 
2．実務上の損害賠償認定方法 
(1) 特許権侵害時の損害賠償 
台湾の実務では特許権が侵害された際の損害賠償の計算には、昨今の実務関連の結果か

ら判断するに、総利益法が多く採用されている。 
 
① 台湾高等裁判所 93年度上字第 1074号判決によると、「長立公司の 89年度の生産合
計所得利益は 5,513,035 元であり、平均すると毎月の利益は 459,420 元である。また、90
年度の生産合計所得利益は 4,221,958元であり、毎月の平均利益は 351,830元であった。こ
のような利益状況から見ると、長立公司が 89年 12月 1日から 90年 11月 4日の期間に係
争物である製造機を使用することで得た利益は 4,024,644元となる。被上告人が前述した長
立公司の生産合計所得利益を根拠として請求した損害賠償額 3,611,317 元は長立公司の生
産合計所得利益を超えていないため、その請求は許されるべきである」。 
 
② 台湾高等裁判所台中分院 88年上字第 218号も同じく総利益法を採用している：「本
件の被上訴人はすでに販売額199元よりコスト65元を差し引いた134元を被害額として計
算しているため、134元×4,800組をその被害額とする」。 
但し、まれに裁判所が「差額法」を採用する場合がある。たとえば台湾高等法院 94 年
度智上易字第 3号は「その計算結果によると、損害額は、上訴人が 90年に係争特許權を行
使することで得られたであろう通常利益から、侵害を受けた後の 91年に係争特許権を行使



することで得られた利益との差額 2,832,251元に前述の純利益率 7％を掛けた結果、得られ
た金額 198,258元となり、本院の見解を逸脱したものではない」。 
 
(2) 商標権侵害時の損害賠償 
台湾司法実務では商標権の侵害による損害賠償の認定は、下記判例にもあるように、所

受損害と所失利益の判断が難しいため、存在が確認された侵害商品数量が 1,500 件に満た
ない場合若しくはそれに近い数量である場合は、多くの場合販売価格の数倍を賠償額とす

る計算方法で損害賠償額を決定している。すなわち販売価格と侵害商品の数量の積を賠償

額と計算している。以下の判決などでこの計算方式がとられている。 
 
① 最高裁判所 93 年度台上字第 5 号「商標専用権人がその商標専用権を侵害したもの
に対して損害賠償を請求する際の計算方法は商標権の侵害が確認された商品の販売価格の

500倍から 1,500倍を基準としなければならないが、原審ではその販売価格を明確に調査せ
ずに、被上訴人の販売価格のみを損害賠償を計算する根拠としている。そのような計算方

法は許されないと考える」。 
 
② 最高裁判所民事裁判 91年台上字第 1949号「布の輸出価格は毎単位毎に 1.7元であ
るが、係争物は輸出される前にその存在が発見された。もし輸出されたとしてもその利益

はわずか 4％に過ぎないため、上訴人の要求する損害は販売単価の 700倍として計算する
ことは適当である。発見時の現場写真を見る限り、係争物は25単位を1巻きとして包装し、
輸出を待っていたことから、本件の販売単価は 1巻きを一単位としていたことがわかる。
したがって、上訴人の請求する販売価格の700倍とは1,042,738元であることは明白である」。 
 
③ 最高裁判所 89 年台上字第 521 号「慶威公司の販売する前述の商品の数量の多くが
西雅公司国際的に知名な商標であったことを考慮すると、西雅公司が商標法第 66 条第 3
款の規定により販売価格の 1,500倍、87,000米ドル及びその法定延滞利子ならびに公司法
第 23 条の規定により慶威公司らに連帯責任を負わせることは法的根拠に基づくものであ
る」。 
 
④ 最高裁判所 84年台上字第 2008号「上訴人らは共同で被上訴人の商標と図案を使用
し「風邪シロップ」を 360瓶製作したことで、被上訴人の商標専用権を侵害したことは原
審の認定の通りである。発見された商品が 1,500 瓶に満たないため、発見された商品の販
売価格１瓶12元の500倍から1,500倍すなわち6,000元から18,000元を損害賠償額とする」。 
台湾では商標権の授権権利金を基にした計算方式は規定されていないが、実務上では権

利金の金額を酌量して賠償金額の参考としている例もある。たとえば 86 年重上字第 273
号曰く：「どのような方式で商標専用権を侵害している商品の生産量を知ったとしても、証

拠さえあればそれを基に損害額の計算が可能である。上訴人は該項第一款前段を商標の権

利金を基に計算することを主張した。たしかに、権利金と該款前段に規定されている民法

第 216条の所受損害及び所失利益とは違いが見受けられるが、それはこのような計算方法
が損害額の計算方法の参考となることを妨げるわけではない」。 



 
(3) 著作権侵害時の損害賠償 
司法実務上、著作権侵害の損害額の多くはその認定が困難であり、原告は実際の損害若

しくは被告の得た利益を挙証することが難しい。多くの裁判所では当事者の要求を総合的

に判断・酌量し、この要素を基に賠償額を確定している。 
 
① 台湾高等裁判所 94 年度智上易字第 8 号「上訴人の主張する著作権とは車の部品を
撮影したものである（原判決図 1参照）それは高度な「原創性」をもっている。被上訴人
は勝訴人の撮影した著作物を再度撮影し、白黒写真として広告に使用しただけなので、被

上訴人の本件著作権侵害行為の程度はそれほど重大ではないと判断する。原審では、被上

訴人は故意に本件上訴人の著作権を侵害したが、その侵害行為の方式・侵害時間・目的及

び広告作成の際に労力と費用を削減したことによる被上訴人の所得・利益等の状況から被

上訴人は上訴人に対して 40万元の損害賠償を支払うと判断しているが、それは妥当である
と考える」。 
 
② 台湾高等裁判所 93 年度智上字第 8 号「しかし、被上訴人の受けた損害はその計算
が難しく、上訴人の 2度にわたる複製行為と市場価格の如何だけで認定できるものではな
い。原審は上訴人の複製回数・時間・行為及び被上訴人の受けた損害などを考慮し、被上

訴人は著作毎に上訴人に 50万元ずつ請求できると判断した。すなわち上訴人は被上訴人に
対して 5種のプログラム分の賠償額 250万元と起訴状送達の翌日、92年 4月 16日より支
払い終了日までの間の利子（年利 5％）を請求できる」。 
 
③ 台湾高等裁判所 93年度智上字第 22号「両者が主張する損害額には大きな差がある。
被上訴人がどのくらいの広告を印刷し、どの程度の利益を得たのかを上訴人が証明するの

は難しい。上訴人がその損害額を証明することが難しいのであれば、著作権法第 88条第 2
項の規定による損害証明ができないことになり、同条第 3項の規定により裁判所に損害額
を酌量させることができる。本院は被上訴人の侵害期間が数ヶ月にわたり、且つ印刷され

た広告が数万枚に達することに鑑み、勝訴人が請求する損害賠償額 50万元は高すぎるため、
20万元が適当と判断する」。 
 
④ 台湾高等裁判所花蓮分院 90 年訴字第 5 号「原告は他者との契約書（一度の購買で

5組 36万元）中の金額をその損害賠償額と計算しているが、被告が原告の著作権を侵害し
たのは前述した二曲だけであり、原告と他者との契約を基準としてその損害額を計算する

ことは難しい。原告の実際の損害額は証明が難しいが、本院は被告の侵害の状況・両者の

経済能力・社会地位など一切の状況をから被告の賠償額は 5万元が適当と判断する」。 
 
⑤ 台湾高等裁判所花蓮分院 90 年訴字第 1 号「被告等の侵害状況から判断するに、原
告の要求額である 100万元の賠償額は高額すぎると判断せざるを得ず、18万元が適当な額
だと判断する」。 
 



⑥ 台湾高等裁判所民事判決 89 年上易字第 153 号「被上訴人がその実際の損害を証明
できないばかりか、上訴人の侵害状況が重大であることを誇称する事しかできていない。

上訴人が被上訴人の著作物を複製するにあたって、大量の誤字・脱字が見受けられ、その

内容は被上訴人の著作物より明らかに劣ることを考えると、被上訴人の著作権侵害の程度

は低く見なければならない。本院は被上訴人の請求は 50万元が適当と考える」。 
 
⑦ 台湾高等裁判所民事判決 87 年訴字第 286 号「原告は被告の侵害行為による実際の
所受損害・所失利益の額を証明できていないばかりか、被告の得た利益の額も証明できて

いない。被告は専門学校卒業後、徴兵へ入る前のアルバイト感覚で少しの利益を得る動機

で侵害行為を行ったが、販売後三日目には警察にその行為を発見されたため、原告の得た

損害は大きなものではない。さらに被告はその後反省の態度を見せているため、賠償額は

8万元が適当と考える」。 
 
(4) 営業秘密侵害時の損害賠償 
わが国の実務上の見解は多くが総利益説を採用している。たとえば：台湾高等裁判所民

事判決 87年上更(一)字第 435号「被上訴人が同意書の内容に違反し、上訴人の会社での業
務と同様の業務についたため、上訴人は 6台のデジタルテレフォンボイスシステムの販売
機会を逸した。そのため、毎台毎に 40％を損害額とし、被上訴人に対して損害賠償を請求
することは問題がない。上訴人は毎台 50万元（実際の販売額以下）を販売額とし、被上訴
人が同意書に違反し、統一証券の顧客を連れ去ったため、上訴人が販売の機会を逸したデ

ジタルテレフォンボイスシステム 6台分の利益 120万元（500000×6台×0.4＝1200000）を
損害として計算することは許されるべきである」。 
但し、コストと必要経費の証明が難しい場合は総販売額説が損害賠償額の計算基準とな

る。たとえば：最高裁判所 86年台上字第 1705号「侵害人、すなわち上訴人がコストと必
要経費を証明できない場合、上訴人が侵害行為によって得た利益を被上訴人の損害として

計算する。響鈴公司が秘密を漏らし、係争機器を模造・販売した後、模造品の営業額は飛

躍的に伸びた。このことから響鈴公司が秘密を漏らした後の営業額の増加に伴う利益の増

加と被上訴人が営業秘密を漏らされ、同業者の競争により得た損害との間には因果関係が

認められる。したがって、毎年の模造品の営業額を基準として損害額を計算することがで

きる」。 
故意に営業秘密を侵害したケースでは、被害者が 3倍の損害賠償を請求した場合、最高
裁判所は 93年度台上字第 560号の判決で、当事者双方の経済力・営業秘密の侵害程度など
一切の状況から判断し：「原審ではこれらの要素を判断しておらず、知的財産権を尊重し、

これを保障するとした上で、上訴人楊秀原が被上訴人の会社を離職してまもなく本来秘密

にしなければならない営業秘密を上訴人である卡文公司に漏らし、被上訴人の会社と同等

のプラスチック成型機械を製作し、比較的安価な価格で被上訴人の顧客に販売したことに

より被上訴人の会社に損害を与えたと判断し、上訴人に対し被上訴人の請求する損害額の

3倍、すなわち 480万元の支払命令を出したことは判断基準が甘すぎるといわざるを得な
い」。 
 



Ⅶ．IPの有効如何に対する司法管轄権限 
 
以下に各種知的財産権の有効性の認定を説明する。 

 
1．特許権の有効性の認定 
特許権の有効性については行政機関（知的財産局）が先ず処理をし、不服がある場合は

司法プロセスにより判断する（行政裁判所）。詳しくは、知的財産局が告発案と取り消し案

を審査する。それらの行政決定は行政処分であるため不服がある場合には行政救済が可能

で、経済部に訴願を提出できる。訴願決定にも不服がある場合に限って司法プロセスに進

み、行政裁判所に取り消しを求める裁判を提訴する（行政訴訟法第 4条第１項）。もし当事
者が取り消しを求める訴訟を提起した場合、行政裁判所は「取り消し案」の行政処分を取

り消すかどうかに対して判断する。判決で取り消しを言い渡された場合でも、知的財産局

は再度要件を審査し決定を下す。たとえば台北高等行政裁判所92年訴字4417号の判決中、
裁判所は知的財産局の行政決定を取り消した。 
また、特許権侵害訴訟案件は一般の裁判所が管轄する。もし被告が原告の特許権の有効

性に疑いがあると感じた場合は知的財産局に告発若しくは該当特許権の取り消しを申し出

ることができる。この場合、告発案・取り消し案が確定するまで、裁判所は審判を停止す

ることができる（特許法第 90条第１項）。これは特許権の訴訟の場合、係争特許権が告発
若しくは取り消しの申し出をされたことにより、結果として特許権が権利発効時まで遡及

し効力を失ってしまうため、訴訟の結果を左右する大きな鍵になるからである。したがっ

て、司法機関は職権により訴訟プロセスを停止することで訴訟資源を有効に使用すること

のほか、行政機関と司法機関の判断が衝突することを未然に防ぐことができる。たとえば

台北地方裁判所 92年度智字第 84号民事判決では、告発・取り消し案が成立し、原告の特
許権が遡及し消滅した為、裁判所は原告の訴えを差し戻した。 
 
2．商標権の有効性の認定 
商標権の有効性については行政機関（知的財産局）が先ず処理をし、不服がある場合は

司法プロセスにより判断する（行政裁判所）。詳しくは、知的財産局が評定案を審査する。

それらはすべて行政決定であり、行政処分であるため不服があれば経済部に訴願を提起す

ることで行政救済を提起できる。訴願の結果に不服がある場合に限り司法プロセスに進み、

行政裁判所に取り消しを求める訴訟を提訴できる（行政訴訟法第 4条第 1項）。もし当事者
が取り消しを求める訴訟を提起した場合、行政裁判所は「取り消し案」の行政処分を取り

消すかどうかに対して判断する。判決で取り消しを言い渡された場合でも、知的財産局は

再度要件を審査し決定を下す。たとえば台北高等行政裁判所 92年訴字 4417号の判決中、
裁判所は知的財産局の行政決定を取り消した。 
商標侵害訴訟案は一般裁判所の管轄なので、被告が原告の商標の有効性を疑う場合は知

的財産局に対して該当商標の無効を評定することを要求できる。評定が確定するまで、裁

判所は審判を停止することができる。（商標法第 49条）。 
 
 



3．著作権の有効性の認定 
わが国の著作権法は「創作保護主義」を採っているため、著作権法の保護要件を備えて

いれば著作が完成すると同時に登録などのプロセスを経ずに著作人は著作権を得る。訴訟

過程において、当事者が、著作が著作権法の保護要件を満たしているかどうかに疑いを持

つ場合には、裁判所が具体的に個別案件として認定する。この点は特許権・商標権と違う

点である。 
  
4．営業秘密の有効性の認定 
営業秘密が侵害された際には営業秘密法の規定により、被害者は民事救済による保護の

みを受けられる。刑事責任に関しては、営業秘密法にはなんらの規定もなく、刑法及び公

平取引法の規定による。訴訟中に係争営業秘密が営業秘密の保護要件を満たしているかの

判断は裁判所が具体的に個別の案件として審査を行い、保護要件を満たしていると判断し

た場合、営業秘密を侵害しているかどうかの判断を再度行う。すなわち、裁判所は営業秘

密の認定に対する最終権限を持っている。台湾台北地方裁判所 94年度労訴字第 21号民事
判決中、裁判所は原告の主張する営業秘密を営業秘密ではないと認定し、営業秘密の保護

を受けないと判断した。 
 
 
Ⅷ．商標近似性の判断方法 
 
台湾で商標業務を主管する知的財産局が 2004 年に発表した「混淆・誤認の疑い」審査
基準は商標が相似・近似しているかどうか、商品が相当・類似しているかの判断基準とな

っている。該当基準の中で、知的財産局は：「本法修正後の多くの条文は混淆・誤認の疑い

と商標の近似及び商品／サービスの類似を並列している。しかし、本当の意味で商標衝突

の主要的な原因として最終的に判断基準としなければならないのは、消費者が混淆・誤認

をしていないかどうかである。商標の近似及び商品／サービスの類似は混淆・誤認の疑い

を判断する際の 2つの参考要素でしかない」としている。知的財産局は 2つの商標間で混
淆・誤認の疑いがないかを判断するには、以下の 8項目の要素を参考にすべきとしている。
これらの要素は総合的に判断し、最終的には混淆・誤認の疑いは市場交易の実際状況に照

らし合わせなければならない：  
（1） 商標識別性の強弱  
（2） 商標が近似していないか、またその程度はどうか 
（3） 商品/サービスは類似していないか、またその程度はどうか  
（4） 先権利者の多角化経営の状況  
（5） 実際の混淆・誤認の事情 
（6） 消費者の各商標に対する熟悉程度  
（7） 係争商標申請人は善意かどうか  
（8） その他の混淆・誤認の要素  
商標の近似性の判断は、消費者に混淆・誤認の疑いがあるかどうかの判断要素のひとつ

である。この基準によると、商標の近似の意義は二つの商標が全体として相近している印



象を与えるかどうかを見ている。また、これらは消費者の立場から判断するとし、普通の

知識と経験を持つ消費者が購買時に通常の注意能力を用いて判断することを基準としてい

る。また、商標自身に近似性があるかどうかは外観・読み方・観念及び類型上の近似など

により判断する。さらに商標図案全体を観察し、異なるときと時間で隔離観察を行うこと

を原則としている。 
近年の司法実務でも同様の意見が採用されている。すなわち、商標の近似を判断するに

は、商標自体の外観・読み方・観念などを基準として判断する。但し、商標そのものの外

観・読み方・観念などの近似がそのまま商標全体の近似とは判断されず、総合観察による

最終的な判断が必要である。特に、同時に対比観察するのではなく、異なる時と場所で隔

離された観察を行い、全体の印象を判断することは原則として必要である。 
裁判所の案例では「外観の近似」に関しては最高行政裁判所に近年若干の案件があり、

すべて商標の隔離観察による総合判断を行っている。たとえば 93年判字第 979号：「両者
の文字配列及び書式方式は相同しているうえ、異なる時と場所で隔離観察を行い購買を行

う際に消費者に混淆・誤認を与える疑いがあるため、近似している商標と判断できる」。ま

た、92年判字第 318号では「二者は共に英語で「BUD」とあるが……しかし、両者の文字
の長さには差異があり；……その後各自はおのおの違った文字につながっており、書式形
態も明らかに違うものであり、読み方も大きく異なるため、混淆の疑いはないと判断する」，

さらに、最高行政裁判所 90 年判字第 296 号「係争商標の図案の図形……と異議の商標間
では……全体の設計衣装が人に与える印象が明らかに異なり、概観・観念なども同様に異
なる」、93年判字第 684号「前者は英文を特殊図案化設計しており、外観上はその文字が
識別できないため読めない。後者は『Picasso』と明確にその印刷自体を読み取れ、且つ読
むことができる。両者の外観・構図・意匠・設計方式及び概念はすべて一般消費者の印象

中で異なるものとなっており、読み方にも明らかな際が認められる。さらに、両者は『臉

譜圖』及び『畢卡索』と中国語上の識別も可能で異なる時間と場所における隔離観察によ

る客観的な判断で一般消費者に両者が同一の商品をあらわしていることを連想・誤認させ

る疑いはない。よって両者は近似する商標とはいえない」。「読み方の近似」に関しては、

最高行政裁判所裁判 93年判字第 942号「『corhea』と『酷魚』の発音と鱷魚の閩南語発音
は近似している。また、商標の地域性を鑑みると、商標の近似の判断にはその商標が実際

に使用されている地域の一般消費者が混同・誤認する可能性があるかを判断するべきであ

る」。 
商標が近似しているかどうかを観察する方法に至っては、過去の実務上は主要部分比較

法を採用していたが、近年それは全体観察方式の補助として用いられるようになっている。

つまり、主要部分比較法を採用することで他の観察方法を採用していないわけではなく、

両者は補助しあっており、主要部分比較法が全体観察の判断結果を補助していると考える。

たとえば最高行政裁判所裁判 91年判字第 523号では「本院の判例は商標図案が近似してい
るかどうかの対比は主要部分をその主なものとして判断するとしているが、それは主要部

分の比較は全体観察の正確な結果の一種の方法であるという意味であり、商標図案の近似

の判断が主要部分の比較だけで行われ、全体観察が軽視されるとの意味ではない。商標中

の特定部分が一般人の注意を引きやすく、且つその部分の存在により商標の識別効能が強

化されている場合は、該当部分（主要部分）を比較観察する必要があるが、それはあくま



で全体観察の正確な結果を得るためのひとつの方法に過ぎず、特定部分の相同若しくは近

似がそのまま該当商標の近似を判断するものではない」。最高行政裁判所裁判 93年判字第
1276 号は全体観察の重要性を強調している：「商標の近似を判断する際には商標全体の観
察が必要である。しかし、全体観察の結果、もし主要部分に関して近似していることが確

認された場合、その他の部分の外観が異なっていたとしても近似性のない商標とは判断さ

れがたい。本院 31年判字第 4号判例の意思と全体観察の原則は補助関係にあり、関係ない
ものではない」。 
 
 
Ⅸ．IP保護と関連する注意すべき判決及び法案など 
 
1．著作権法 
（１）注意すべき判決：ネット上の著作権・P2Pに関する判決 
最近台湾で注意すべき著作権関連の判決は、ネットの使用者が、関連業者の提供する P2P
ソフトウェアを使用し、デジタル音楽をダウンロードする事に関して出された判決で、一

つは Ezpeer案（92年訴字第 728号）、もう一つはKuro案（92年訴字第 2146号）である。
この二つの判決は共に地方裁判所における刑事裁判の判決であるが、P2P 業者が台湾の著
作権法に違反しているかどうかの判断に対して違った見解を示している。Ezpeer 案では、
裁判所はP2Pシステムの提供者は使用者が違法にファイルを転送していることに対する認
識はないため著作権法に違反していないとし、無罪判決を言い渡した。しかし Kuro 案で
はP2Pシステムそのものは違法に音楽ファイルを検索しダウンロードすることを目的とし
ており、業者はそのような使用方法に対して技術的な制限を設けなかったため、会員が違

法行為を行うことに対する認識があると判断し、P2P 提供業者は著作権侵害の幇助犯、ダ
ウンロードを行った P2P使用者も著作権侵害に関する構成要件を満たしたと判断された。 
同じく P2Pの案件で両者の判決はまったく異なった結果となっている。この事から、台
湾の裁判所が P2P 関連の案件に対する判断に一致した見解を持っていないことがわかる。
前述の 2案はまだ確定した判決ではないため、今後、高等裁判所の判断が期待される。 
 
（２）注意すべき法案：原住民族伝統知的創作保護条例草案 
「原住民族伝統知的創作保護条例」法案は 2005 年 2 月に行政院を通過し、立法院での
審議に入った。該当法案の趣旨は文化の多様性を保護することによって、台湾の原住民族

の権益を保護すると同時に、国際間で原住民族の保護が重視される傾向にあることにも符

合している。法案は計 23条から成り立っており、主な内容としては原住民の知的・創作の
定義・保護範囲・権利取得の方法・権利に対する制限及び権利が侵害された際の救済方法

などがある。 
 
2．特許法 
（１）注意すべき事件：克流感（日本名：タミフル）強制授権処分・CD-R関連判決 
台湾知的財産局は 2005年 12月 8日に鳥インフルエンザに効果があるとされるタミフル
の強制授権処分を下した。知的財産局は台湾特許法 76条 1項の規定により防疫に対する必



要性から行政衛生局の申請を受け入れ、衛生局にタミフルを製造する特別許可を与えた。

しかし、被授権人の権利を保護するため、特別許可の内容には若干の制限が加えられてお

り、且つ行政院衛生局に、被授権者に対して補助金を支払うことを要求している。本案件

の特殊な点は、鳥インフルエンザの流行に関して、世界で初の特別授権方式を用いタミフ

ル製造したことである。 
 

92年訴字 908、1132、1214号判決は特許法と競争法の境界問題である。CD-R製造者各
自が CD-R製造に欠かせない技術を持ち合うことで技術をパテント・プールすることは、
台湾公平交易法第 7、14条にいう連合行為にあたるかどうかに対して、行政院（公平交易
委員会）と裁判所の間で意見が分かれている。裁判所は、業者間でパテント・プールを行

うことは公平交易法 7、14条の連合行為に当たらないため、行政機関の許可を得ずとも行
うことができるとし、判決理由の中で、業者間で特許を持ち合っている技術は代替性がな

い。したがって、そもそも同一段階の水平的競争事業ではないため、連合行為を行う主体

性がない。と判断している。この件から、裁判所は行政機関がパテント・プールを連合行

為として原則的に禁止し、例外許可を行う厳格な管理体制に不賛成なことがわかる。 
 
（２）注意すべき法案：特許師法、專家參審試行条例 
「特許師法」法案は 2005年 12月に行政院を通過し、立法院での審議に入った。この法
案の趣旨は 特許師を専門職として人員の管理機能を確立することで台湾の知識経済・関連
産業の発展と、知的財産権保護に関する環境を促進させることにある。法案は計 40条から
成り立っており、主な内容としては特許師の資格要件・執業要件及び管理・監督方式など

がある。 
「特許師法」法案と似ているものとして、「專家參審試行条例」もまた専門技術人材の

知識を尊重し知的財産権の保護を促進するための立法である。該当法案は司法院が 2004
年 8月に公告したもので、その主旨は専門知識を持つ人員に裁判官と共に民事・刑事・行
政訴訟の裁判に参与してもらうことで訴訟を迅速に解決できるというものである。法案は

計 45条から成り立っているが、第 3条から第 5条の規定には特許・商標・著作権関連の案
件に関しては、当事者は専門家を参審官として裁判の審理・裁判内容の作成に参与するこ

とを裁判所に申請することができるとしている。 
 
3．商標法・営業秘密法 
（１）注意すべき事件：司法院大官第 594号解釈 
司法院大官第 594号解釈の中で大法官は、商標権を不法に使用することで他者に侵害を
与えたものに対して刑事罰を与えることは商標権利人の権益を保護し、消費者の利益及び

市場の秩序を守るためのものであるため、台湾憲法第 23条の比例原則の規定に違反してい
るとはいえないとしている。司法院大法官が無体財産権に対して行った解釈は 2005年 12
月までに 10件しかなく、第 594号解釈はもっとも最新の解釈である。 
（２）今後の法修正の動向 
台湾商標法は 2003 年に修正されたが、重要な修正として、①商標の保護範囲が拡大さ
れ、単一の色・音・立体形状も商標として登録できるようになった。②保護要件に関する



規定がゆるくなり、申請に当たって、自己の「営業」を表現すること及び「使用する意思」

の必要がなくなった。③商標法上の使用の定義が拡張され、商標の使用形態が科学技術の

発展についていけていない現状を解決することを試みた。 
営業秘密の保護に関しては、台湾のように独立した営業秘密法を制定している国は少な

く、また該当法には刑事責任に関する規定がない。知的財産局は次回の法修正の際に刑事

責任を追加する準備をしている。 
 
 
X．日本企業もしくは個人がわが国の IP訴訟の利害関係者になった場合の注意点 
 
1．訴訟法上の注意点 
（１）外国人・法人（認可を得ているかに限らない）は台湾における IP訴訟の訴訟主体に
なりうる。 
台湾特許法 91条・著作権法 102条・商標法 70条の規定により、台湾政府の認可を受け
ていない外国法人も訴訟を提起することができる。また、外国人もしくは認可を受けてい

る外国法人に関しては、民事訴訟に関しては台湾には国際民事訴訟法が無いが、多数意見

及び法実務では民法総則施行法 2・12条・民事訴訟法 40条の規定により外国人・認可を受
けた外国法人には権利能力および訴訟当事者能力があると判断している。行政訴訟法では、

行政訴訟法 22条の規定により、訴訟当事者能力があると判断している。刑事訴訟法中は法
理上、当事者能力の討論は必要ないが、刑法 3条から 8条の条件に符合する場合、外国人
もまた刑事訴訟の被告となる。 
（２）普通裁判所もしくは行政裁判所へ提訴しなければならないことに注意する。 
現行の台湾 IP関連訴訟制度によると、民事・刑事責任の部分に関しては普通裁判所が審
理し、特許権もしくは商標権の有効性に疑いがある場合には知的財産局に対して特許の取

り消しを検挙、もしくは商標の無効を申請することができる。知的財産局の処分に不服な

場合、訴願後行政裁判所に行政救済訴訟を提起することができる。 
（３）民事訴訟法上では「集中審理」制度と「第三審律師（弁護士）強制代理」制度に注

目する。 
民事訴訟に関しては、台湾の学会では最近集中審理主義による訴訟の迅速な進行が唱え

られており、台湾司法院は 2002年 11月 27日に「民事訴訟集中審理程序参考要点」を発布
した。中でも審理の進行に大きな影響があるものとしては、裁判所が起訴状・答弁書を受

け取った後、過去のようにすぐに審理を開始することは無く、原告・被告間で何度かの訴

状の交換を行い論争となる点を明確にした後に開廷・審議するというものがある。また、

弁護士の雇用に関しても 2000年・2003年の民事訴訟法の改定で、68条及び 466-1条の規
定により民事訴訟の第一・二審に関しても裁判長の許可が無い場合には弁護士を訴訟代理

人とする事とし、第三審に関しては強制的に弁護士が代理人となるものとしている。 
（４）刑事訴訟法中の「交互詰問」・「証拠保全」・「自訴の律師（弁護士）強制代理」に注

目する。 
台湾では特許法中の特許侵害に対する刑事責任を廃除したため、商標権と著作権に関し

てのみ刑事訴訟法が適応される余地がある。刑事訴訟法は 2003年の改定後、たとえば 166



条以下の交互詰問の条文において、アメリカのような当事者進行主義を採用した。また、

219-1 条以下では証拠保全プロセスを採用し、利害関係者が検察官もしくは裁判所に証拠
保全を申請できるようになった。その他、弁護士の雇用に関しては自訴案件が 319条 2項
の規定により強制弁護士代理制度を採用した。 
（５）行政訴訟上での「二級二審制」と「取消し訴訟の訴願前置主義」に注意する。 
行政訴訟に関しては、台湾行政裁判所が二級二審制を採用していることに注目する。知

的財産局の特許・商標に対する差し戻しなどに対しては、当事者は訴願法 1条・行政訴訟
法 4条に基づいて、その取消しを訴願・訴訟できる。行政訴訟法 4条の規定によると、取
消し訴訟の提起は訴願前置主義を採用しているため、当事者は経済部訴願審議委員会に訴

願を提起し、訴願委員会がその訴願を差し戻したかもしくは一定期間内に何らかの決定を

下さない場合に限り、台湾高等行政裁判所に取り消し訴訟を提起することができる。 
 
2．実体法上の注意点： 
台湾が 2002年 1月 1日付でWTOに加入したことにより、日本と同じWTO加入国とし
て関連法案では TRIPs協定第 3条の国民待遇の精神を原則として採用している。このこと
は台湾著作権法第 4条・特許法第 4・27条・商標法第 3・4条・営業秘密法第 15条などの
規定から知ることができる。 
（１）台湾がWTO に加入する以前に完成されていた日本国民の著作で旧台湾著作権法の
保護を受けていなかったものに関しては、新台湾著作権法第 106-1条から 106-3条の遡及
効果と過度期間に関する規定に注目する： 
著作権に関しては、台湾がWTO に加入する以前の日本国民の著作に関しては、台湾・
日本両国間での互恵協定が存在しなかったため、台湾著作権法第 4条 1款の規定により、
同等の状況下において日本が台湾人民の著作権を保護し、且つ該当著作が台湾で初めて発

表されたか、もしくは台湾以外の地域で初めて発表されてから 30日以内に台湾で発表され
たものに限り、著作権法の保護を受けていた。 
台湾がWTO に加入した後の規定では、台湾がWTO に加入した後に日本国民の著作が
完成したものに関しては、著作権法第 4条 2款の互恵原則に関する規定により、著作権が
保護される。また台湾がWTOに加入する以前に完成していた日本国民の著作に関しても、
著作権法第106-1条から第106-3条の規定により遡及保護と過度期間の規定を設けている。
その規定によれば、旧著作権法で著作権が認められていなかった著作に関しても、日本で

の保護期間が過ぎておらず、且つ台湾の法定保護期間内のものに限り著作権法の保護を受

けるものとしている。 
（２）日本国民が台湾で特許国際優先権を主張したい場合には 1996年 2月 1日後、商標国
際優先権は 2002年 1月 1日後のものとし、且つ優先権期間に注意する。 
特許に関しては、WTO 加入以前に台湾と日本の政府間で特許優先権に関する書簡が交
わされていたため、日本国民が 1996年 2月 1日以後に日本の特許庁に対して初めて提出し
た合法な特許申請・実用新案もしくは意匠登録すべてに対して台湾で優先権を主張できた。

しかし、商標権に関しては、台湾と日本の間で特許権のような相互認証に対する協議が行

われていなかったため、台湾がWTOに加入した後（2002年 1月 1日以後）に、日本国民
が日本の特許庁に対して初めて提出した合法な商標登録に対しては台湾で商標優先権を主



張できる。申請時には優先期間に関する規定に注意しなければならない。台湾特許法第 27
条・第 108条・第 129条 2項の規定により、発明・新型に関しての優先権機関は初めての
申請日より 12 ヶ月、新様式に関しては 6 ヶ月、商標案の申請に関しては台湾商標法第 4
条の規定により、その優先権期間は始めて申請した日より 6ヶ月以内となっている。 

以上 
 



（３）その他資料（カントリーレポート原本） 
 

Intellectual Property Litigation 
 
I. Division of the roles of dispute settlement related to IP litigation: between judicial system and 

administrative system. In Japan, most of the IP cases are settled by judicial system. On the 
other hand most of the cases are settled by administrative in China. Please answer the each role 
of the systems of your country. 

 
The judicial authorities are mainly responsible for the IP litigation, but the administrative agencies are 
competent for the validity of patent and trademark. If defendant throws doubt upon the validity of 
plaintiff’s patent during the infringement proceeding at court, defendant must apply to withdraw patent 
or to evaluate invalidity of trademark at the Intellectual Property Office of the Ministry of Economic 
Affairs. If a party denies the decision of the administrative agencies, he can appeal at the administrative 
agencies; if he still denies the administrative decision, he can; bring an administrative suit at the 
administrative court. The administrative jurisdiction has two instances, namely High Court of 
Administration and the Supreme Court of Administration. 
 
Explaining the judicial and administrative remedies for the IP as follows: 
 
1. Patent 
Taking invention patent as example, according to Article 84 I and II of Patent Act, in the event of 
infringement on an invention patent, the patentee may claim for damages and demand the removal of 
the infringement and the prevention of any threat of infringement. An exclusive licensee may also make 
the claim or demand set forth in the preceding Paragraph, unless otherwise provided for in an agreement, 
and in such case, the provisions set out in the agreement shall prevail. The patentee can bring a lawsuit 
at civil court. In general, the civil court at the place of patent infringement is in charge of this lawsuit. 
According to Article 92, the court may set up a professional tribunal or designate specific persons to 
handle invention patent litigation cases. The Judicial Yuan may appoint specific professional 
institution(s) to perform the expert verification work as required in patent infringement case(s). A court 
which accepts and handles a actsuit pertaining to an invention patent may engage the professional 
institution(s) appointed under the preceding Paragraph to perform the expert verification work as 
required. However, the expert verification is not binding for the court. According to Article 108 and 
Article 129 of the Patent Act, the utility model patents and design patents have the same application. 
 
It must be with attention in the event of the utility model patents. Taiwan has changed the regulation 
regarding the utility model patents on 1. July 2004. Article 105 regulates that in case the patent right of 
a utility model is revoked, the patentee shall be liable for the damages sustained by any other persons 
from the exercising of such utility model right by said patentee prior to the revocation thereof. In the 
case set forth in the preceding Paragraph, if the exercise of the utility model patent by the patentee is 
carried out based on the contents of the technical evaluation report associated with said utility model, or 
with due care by the patentee, it shall be presumed that the patentee has done no fault in exercising the 



utility model patent right. As a consequence, the formal examination is applied to the utility model 
patents since 1. July 2004 in Taiwan. 
 
Besides, it is worthy indicating the punishment against the patent infringement. The punishment with 
prison sentence against the infringement is deleted on 21. January 1994, but fine has remained. 
Moreover, all punishment against the invention patent is deleted, but the punishment against 
infringement of the utility model patents and design patents. The entire punishments of patent 
infringements are abolished and dealt with civil proceeding by revising the Patent Act on 31. March 
2003. 
 
With regard to the administrative agencies, An interested party may institute an invalidation action after 
the patent has expired or extinguished ipso facto if he/she has reinstatable legitimate interests as a result 
of the revocation of the patent. (Article 67 of Patent Act) Under any of the following circumstances, a 
design patent right shall be revoked and the patent certificate shall be recalled within a given time limit 
by the Patent Authority, upon the institution of an invalidation action or ex officio and if a recall fails, a 
public notice for revocation of the patent certificate at issue shall be published: 1. If the design is in 
violation of the provisions of Paragraph One, Article 12, Article 109 through Article 112, Article 117, 
Article 118 or the provisions of Paragraph Three, Article 122 of this Act; 2. If the home country of the 
applicant does not accept the patent applications filed therein by nationals of the ROC; or 3. If the 
design patentee is not the person entitled to file the design patent application. An invalidation action 
against a patented design for its violation of the provision set out in Paragraph One, Article 12 hereof or 
the provision set out in Item 3 of the preceding Paragraph of this Article may be instituted only by an 
interested party to such case; whereas under any other circumstances set out in the preceding Paragraph, 
an invalidation accompanied by relevant evidences may be filed with the Patent Authority by any 
person. (Article 128 of the Patent Act) According to 73 II of the Patent Act, The effect of an 
irrevocably-revoked invention patent right shall be deemed non-existent ab initio. Besides, Article 129 
of the Patent Act regulates that the provision of Article 73 shall apply mutatis mutandis to design 
patents. According to Article 107, under any of the following circumstances, a utility model patent right 
shall be revoked and the patent certificate issued thereto shall be recalled within a given time limit by 
the Patent Authority upon receipt of an invalidation action and if recalling fails, an public notice of 
revocation of said patent certificate shall be published: 1. If the utility model patent is found in violation 
of the provisions of Paragraph One, Article 12; Article 93 through Article 96; Paragraph Two, Article 
100; Article 26 applicable mutatis mutandis under Article 108; or Article 31 applicable mutatis mutandis 
under 108 of this Act; 2. If the home country of the patentee does not accept the patent applications to 
be filed by nationals of the ROC; or 3. If the utility model patentee is a person other than the person 
entitled to file the utility model patent application. Because the withdrawal is an administrative act, the 
withdrawal can be revoked by petition and administrative proceeding.  
 
2. Trademark 
A trademark right holder may claim for damages from a person infringing whose trademark rights, and 
may request for excluding infringement thereto; in case of likelihood of infringement, the said right 
holder may also request for the prevention thereof. One who complies with conditions provided under 



paragraph 2 of Article 29 without consent from a trademark right holder thereof shall have infringed 
trademark rights. A trademark right holder, when requesting in pursuance with provisions of the 
preceding paragraph 1, may request for destruction or other necessary disposal of the goods infringing 
trademark rights, or raw materials or equipments utilized for infringement. (Article 61) According to 
Article  81 of the Trademark Act, any person who commits any of the following acts without prior 
consent of the trademark or the collective trademark right holder thereof shall be charged with 
imprisonment for no more than three years, detention and, in addition thereto or in lieu thereof, a fine of 
no more than NT$200,000: 1. One who uses a mark identical to a registered trademark or collective 
trademark on the same goods or services; 2. One who uses a mark identical to a registered trademark or 
collective trademark on similar goods or services, and hence has caused likelihood of confusion or 
misleading to relevant consumers; 3. One who uses a trademark that is similar to a registered trademark 
or collective trademark on the identical or similar goods or services, and hence has caused likelihood of 
confusion to relevant consumers. The prosecutor is responsible for accusing the violation at court. 
 
Where the registration of a trademark violates provisions of paragraph 1 of Article 23 or paragraph 4 of 
Article 59, a concerned party or a trademark examiner may request or inquire the Registrar Office to 
invalidate the said registration. (Article of the Trademark Act 51 I) In the case where any of the 
following conditions occurs after the registration of a trademark, the Registrar Office shall, ex officio or 
upon an application, revoke the said registration: 1. Where a trademark was self-altered or 
supplemented with additional notes whereby the trademark has caused likelihood of confusion to 
relevant consumers by being identical or similar to a registered trademark of another person of which is 
used on the same or similar goods or services; 2. Where, without valid reasons, a trademark has not yet 
been put into use or has been suspended from use continuously for three years after registration. 
However, the aforementioned shall not apply to one that is in use by a licensee; 3. Where no appropriate 
and distinguishing label(s) is affixed pursuant to Article 36. However, the aforementioned shall not 
apply to those causing no likelihood of confusion by affixing distinguishing label(s) before disposition 
by the Registrat Office; 4. Where a trademark has become a common sign, name or shape of the goods 
or services as designated for the said trademark; 5. Where practicing a trademark causes likelihood to 
mislead the public with respect to the nature, quality or place of origin of the goods or services 
designated by the trademark; or 6. Where the use of the trademark has been affirmed by judgment of a 
court to infringe the copyrights, patent rights or other rights of another person. (Article 57 I) According 
to Articles 46 and 54, a trademark registration shall be cancelled once an opposition thereof has been 
affirmed after examination; Registration of a trademark of which invalidation was affirmed shall be 
invalidated. However, in the case where the cause on which the invalidation was based no longer exists 
at the time of examination for the said invalidation, a decision to dismiss the said invalidation may be 
rendered upon considering the interests of the public and the concerned parties. All of them are 
administrative acts. The remedy is as same as that in the Patent Act. First, parties can bring a petition at 
the Ministry of Economic Affairs, and then bring the lawsuit at High Court of Administration and the 
Supreme Court of Administration.  
 
3. Copyright 
The author of a work shall enjoy copyright upon completion of the work since 1985 in Taiwan. It is not 



necessary for the author to register his copyright. The jurisdiction is responsible for the dispute of the 
copyright infringement. 
 
The copyright holder or the plate rights holder may demand removal of infringement of its rights. 
Where there is likelihood of infringement, a demand may be made to prevent such infringement. 
(Article 84) A person who infringes on the moral rights of an author shall be liable for damages. In the 
event of non-pecuniary injury, the injured party may claim a commensurate amount of compensation. 
According to Article 85 of the Copyright Act, in infringement matters referred to in the preceding 
paragraph the injured party may demand indication of the author's name or appellation, correction of 
content, or adoption other appropriate measures necessary for the restoration of its reputation. Where 
claim is made pursuant to Article 84 or paragraph 1 of the preceding Article, the injured party may 
request the destruction or other necessary disposition of goods produced as a result of the infringing act, 
or of articles used predominantly for the commission of infringing acts. According to Article 89, the 
injured party may demand that the infringer, at its own expense, publish in a newspaper or magazine all 
or part of a judgment concerning said infringement. Besides, there are still punishments. According to 
Article 93 of the Copyright Act, a person who commits a crime specified in paragraph 1 or 2 of Article 
91, Article 91bis, Article 92, or Article 93 as a vocation shall be imprisoned for not less than one year 
and not more than seven years, and in addition thereto, may be fined not less than three hundred 
thousand and not more than three million New Taiwan Dollars. (Article 94 I) The jurisdiction is 
responsible for the civil and criminal remedies. 
 
In addition, there are provisions of penal prosecution from Article 85 to Article 89 of the Copyright Act. 
The offenses specified in this chapter are actionable only upon complaint; provided, this shall not apply 
to offenses specified in paragraph 3 of Article 91, paragraph 3 of Article 91bis, and Article 94. (Article 
100) 
 
The specialized agency in charge of copyright matters shall establish a Copyright Examination and 
Mediation Committee to handle the copyright matters. (Article 82) According to Article 82bis, within 
seven days of the date of the conclusion of a mediation settlement, the specialized agency in charge of 
copyright matters shall submit the written mediation settlement statement for review by the court of 
jurisdiction. The court shall review the written mediation settlement statement referred to in the 
preceding paragraph with due dispatch. Unless it is contrary to act or regulation, public order, or good 
morals, or compulsory execution would be impossible, the judge shall sign [copies] thereof and affix the 
seal of the court thereto, and shall return the mediation settlement statement to the specialized agency in 
charge of copyright matters for service to the parties, retaining one copy for its own records. Where the 
court decides not to ratify a mediation settlement statement, it shall notify the specialized agency in 
charge of copyright matters of the reasons. Article 82ter regulates that after a mediation settlement has 
been ratified by a court, the parties shall not initiate any further public or private prosecution or action 
with respect to the mediated matter. A civil mediation settlement ratified by a court as referred to in the 
preceding paragraph shall have the same force as a final and unappealable court judgment in a civil case. 
With respect to a criminal mediation settlement that has been ratified by a court, where the subject 
matter is payment of a certain amount of money, or other substitute therefore, or securities, the written 



mediation settlement statement shall constitute a writ of execution. 
 
4. Trade Secrets 
If a trade secret is misappropriated, the injured party may request for the removal of such 
misappropriation. If there is a likelihood of misappropriation, a prevention may be requested.(Article 11 
I of the Trade Secrets Act) According to Article 12 I of the Trade Secrets Act, one who intentionally or 
negligently misappropriates another's trade secret shall be liable for damages. If two or more parties 
jointly misappropriate, such parties shall be jointly and severally liable. 
 
With regards to the penal remedies, because there is no provision of punishment, but it doesn’t mean 
that the violator of trade secrets has no criminal liability. The infringement of trade secrets may meet the 
requirements of disclosure of business secrets under Article 316 of the Criminal Law, disclosure of 
commercial or industrial trades (Article 317 and 318 of the Criminal Law), and the requirements of 
Article 36 of the Fair Trade Act. The jurisdiction is in charge of the civil and criminal remedies. 
 
There is no specified Authorities for the protection of trade secrets. It is not necessary for the protection 
of trade secrets through a special administrative act. There is no special provision regarding the 
administrative remedies. Only the jurisdiction can assist the injured to prevail the infringements. 
 
In addition to the above mentioned judicial proceeding system for the intellectual property rights, 
Taiwan’s Judicial Yuan is planning to establish the Court of Intellectual Property which is in charge of 
civil, criminal and administrative proceeding regarding the IP issues. The cases of IP infringement are 
mainly handled in the criminal proceeding. The plaintiff brings an additional claim for damages while 
the criminal proceeding. The civil decision and criminal judgment are independent each other, but the 
claim for damages is often referred to the criminal judgment. The administrative proceeding of IP 
Rights and the civil proceeding against IP infringements are correlative. As a consequence, the 
establishment of a special Court of Intellectual Property is useful not only for the coordination of using 
the judicial resources, but also for avoiding the different opinions among the courts. 
 
II. Professional competence or specialized skills of the judges who work in the judicial court (e.g. 

its career system, professional training, assistance of technical skills etc.) 
 
In general, most judges have no background of the natural science due to the legal education within 
Taiwan’s judicial system. Some universities have specific master of Law program or interdisciplinary 
program in law institute to accept graduate students with natural science and technological background. 
Some students at law school have double majors or take another major as minor. This part of students 
who passes the national examination for judge are helpful to handle cases of IP infringements. The 
following is introduced the IP professional training for a judge: 
 
1. Legal education at law school 
The citizen with 18 to 55 years can take part in the national examination for judge that requires the 
completion of a domestic or foreign college degree with the major of law, politics or administration, 



passed the national examination for civil servants and registrar in the court more than 3 years, or the 
qualification test for taking the examination for the judicial. Hence, courses of IP rights are as 
compulsory or selective subjects available at law school or law institutes in Taiwan, for example 
Introduction to IP Rights, Patent Law, Trademark Actand Copyright Law. 
 
2. Professional training for judges 
During the time between passing the national examination and becoming a judge, there are many 
professional courses available to educate a judge. IP seminar is one of the important courses. One month 
after the training, there is a sequent practical training program to different administrative agencies. Of 
course, the Intellectual Property Office of the Ministry of Economic Affairs is a good place for the 
sequent training to acquire more practical experiences. 
 
3. Vocational training 
The Judicial Yuan regularly offers different seminar programs for judges every year. For example, the 
Judicial Yuan invited IP law professors and experts to give seminars for judges who want to change 
their position to the Administrative Court in 2005. The seminar program included IP law and practice, 
copyright law, legal issues regarding e-commerce, international operation and bilateral negotiation of IP 
Rights, patent requirements of software and commercial ways. Besides, the Intellectual Property Office 
regularly offers training seminars of verification of IP infringements in order to assist the judge 
understand the IP law and practice and get skills to handle the IP cases.1  
 
To enhance the IP professional training, the Intellectual Property Office put Taiwan Intellectual Property 
Training Academy of Law School of National Taiwan University in charge of the IP professional 
training program. One of the planed midterm objective is to improve the professional knowledge of 
judges who can make reasonable determination and effective remedy against IP infringements.2 Taiwan 
Intellectual Property Training Academy can offer professional training for the judge in the future. 
 
4. The judge for the Intellectual Property Court must have professional qualification in the future. 
According to the Draft of the Statute of the Intellectual Property Court and the Act of the Handling IP 
Cases3, the judge of the Intellectual Property Court must have one of the following qualification: 
(1) He was a judge at the Intellectual Property Court. 
(2) He worked as judge or prosecutor for more than 2 years, worked as judge or prosecutor for more 

than 5 years and as civil servant, totally more than 10 years. He has to accept a professional training 
regarding patent law, Trademark Actor other referring laws and technology. 

(3) He was an attorney at IP law for more than 8 years and has abundant experiences. 
(4) He was assistant professor, associate professor or professor at college or university for more than 8 

years; he had lectures of IP law for more than 5 years and publications in the field of IP. 
(5) He was assistant research fellow, associate research fellow or research fellow at Academia Sinica for 

                                                        
1 Zheng, Ya-Nin, Professional Training of Intellectual Property, IP Rights Monthly Vol.72, p.26, December 
2004 
2 http://www.tipa.law.ntu.edu.tw/pl.asp 16/12/2005 visited 
3 http://www.judicial.gov.tw 16/12/2005 visited 



more than 8 years and had publications regarding IP law. 
(6) He graduated from department of law, politics or administration at university or college, is or was 

civil servant. He was in charge of IP review, petition or legal business for more than 10 years. 
 
In addition, Intellectual property Court should yearly offer professional training for judges in order to 
enrich their specific legal knowledge. 
 
According to the Draft of the Statute of the IP Court, the IP Court has technical examiner besides 
general judges. His duty is supplementing judges’ technological knowledge. Due to the business need, 
the IP Court may hire every kind of professionals as technical examiner. The IP Court can also borrow 
professionals with IP or technology knowledge from the Judicial Yuan. The technical examiner must 
follow the order of judge to determinate technology, collect and analyze technological materials, give 
opinions of technological issues and take part in the legal proceeding. 
 
III General tendency of Professional competence or specialized skills of the attorney at law who 

work in the judicial court 
 
Mainly, the attorney at law originates from graduating from law department or institute in Taiwan and 
must pass a strict qualification examination. Besides the normal legal education at law school, only few 
law schools have IP graduate institutes which offer a professional and long-term education of IP. 
Generally speaking, most of the rest belongs to midterm professional training and short-term forums. 
 
To enhance the IP professional training, the Intellectual Property Office put the Taiwan Intellectual 
Property Training Academy of National Taiwan University in charge of the IP professional training 
program. The Taiwan Intellectual Property Training Academy has planed the courses, edited materials 
and trained the seed teachers in 2005. The Taiwan Intellectual Property Training Academy will put 
universities and some professional training institutes in charge of training more seed teachers in 2006. 
To train more IP professionals, this systematic training mechanism can offer lawyers, agent of patent 
and trademark and undertakers study program of IP. Lawyers can improve their IP knowledge by this 
way.  
 
1. Education at law school 
Due to the required qualification for taking examination for working as attorney at law, it is inevitable 
to graduate from the law department or different departments but with law courses including IP law of 
20 credits. Hence, some IP courses such as Introduction to IP Law, Patent Law, Trademark Actand 
Copyright Actcan be taken as selective or compulsory at law school or graduate institute. 
 
2. Training for becoming an attorney at law 
There is a training program for becoming an attorney at law after passing the qualification examination. 
The seminar of IP Rights is one of the most lectures. 
 
3. Advanced training for attorney at law 



Attorney at law can take part in the IP seminar at any time in different academies and practical units. 
There are some patent agents in the law firms, therefore attorney at law and patent agent can consult and 
learn the professional knowledge and specific ability from each other. 
 
IV. The ratio of the each category of IP cases in the judicial court: civil case, criminal case and 

administrative case. 
 
The following statistic chart refers to the civil, criminal and administrative decisions. The data are from 
January 2000 to October 2005. 
 
【Chart.1】Decisions of the Civil Court 

Year Copyright Patent Trademark Amounts of cases 
2000 23 20 19 62 
2001 28 15 14 57 
2002 71 49 42 162 
2003 127 102 92 321 
2004 149 211 122 482 

1-10 2005 123 186 114 423 
Total 521 583 403 1507 

 
【Chart.2】Decisions of the Criminal Court 

Year Copyright Patent Trademark Amounts of cases 
2000 1289 127 507 1923 
2001 2885 184 651 3720 
2002 1655 158 614 2427 
2003 1811 201 1083 3095 
2004 1175 63 1095 2333 

1-10 2005 698 0 857 1555 
Total 9513 733 4807 15053 

 
【Chart.3】Decisions of the Administrative Court 

Year Patent Trademark Amounts of cases 
2000 7 37 44 
2001 318 343 661 
2002 459 547 1006 
2003 406 506 912 
2004 503 531 1034 

1-10 2005 453 341 794 
Total 2146 2305 4451 

 
To sum up, the amount from chart 1 to chart 3 shows the percentage of the civil, criminal and 



administrative proceeding regarding the IP cases： 
 
【Chart.4】 

Year 
The entire cases 
of the IP Rights 

Percentage of the 
Civil Proceeding 

Percentage of the 
Criminal Proceeding 

Percentage of the Admini- 
strative Proceeding 

2000 2,029 3.05 94.78 2.17 
2001 4,438 1.28 83.82 14.9 
2002 3,595 4.5 67.51 27.99 
2003 4,328 7.41 71.51 21.08 
2004 3,849 12.52 60.61 26.87 

1-10 2005 2,772 15.26 56.1 28.64 
Total 21,011 7.17 71.64 21.19 
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From the above chart, the majority of the IP cases in Taiwan is criminal and in average of 71.6%. The 
civil cases are the least, but there are more and more yearly from 1.28% up to 15.26% in 2005. The 
percentage of the administrative proceeding has steadily increased. In comparison to the administrative 
proceeding, the percentage of the criminal proceeding is less and less. The circumstances result from 
deleting the punishment against the patent infringements in the Patent Law. The civil remedy is 
responsible for the patent infringement. Another reason is that the civil and administrative proceeding 
has been improved gradually. In any case, the IP proceeding is the property legal issue of nature, 
therefore it is not adequate to use the punishment to control over the IP disputes. 
 
V. The Ratio of the each category of IP rights in the judicial court. 
 
The amount cases of patent, trademark and copyright is 21,011 until to October 2005. There are 10,034 
cases of copyright, 3,462 cases of patent and 7,515 cases of trademark. According to the percentage, 
copyright cases have 47.76%; patent cases have 16.47%; trademark cases have 35.77%. See Chart 2: 
 



【chart 2】 
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Chart 2 shows that copyright cases have the highest percentage within IP proceeding and are in average 
of 47.76%. Nearly the half of the IP cases refers to copyright. The second large amount is trademark 
cases with 35.55% and nearly one third. The least is patent and only 16.47%. The details show in the 
Chart 5. 
 
【Chart.5】 

Year 
The amount 

of IP cases 
Percentage of copyright 
among IP cases (%) 

Percentage of patent 
among IP cases (%) 

Percentage of trademark 
among IP cases (%) 

2000 2,029 64.66 7.59 27.75 
2001 4,438 65.64 11.65 22.71 
2002 3,595 48.01 18.53 33.46 
2003 4,328 44.78 16.38 38.84 
2004 3,849 34.40 20.19 45.41 

1-10 2005 2,772 29.62 23.05 47.33 
total 21,011 47.76 16.47 35.55 

 
Chart 5 shows that copyright has the most quantity in average in the recent 6 years but is on the decline. 
On the contrary, patent and trademark are significantly on the incline. The following chart clearly shows 
this trend. 

 
【Chart 3】 
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VI. Finding method of assessing amount of damages in the IP cases 
 
1. Finding method of regulatory damages 
Article 85 of the Patent Act, to claim damages in accordance with the preceding Article, any of the 
following options may be adopted for calculating of the amount of damages: 1. To claim in accordance 
with Article 216 of the Civil Code. A patentee may, however, take the balance derived by subtracting the 
profit earned through the practice of his/her patent after the existence of infringement from the profit 
normally expected through the practice of the same patent as the amount of the damages, provided that 
no proving method can be presented to justify the damages; 2. To claim based on the profit earned by 
the infringer as a result of his/her infringement act. The entire income derived from the sale of the 
infringing articles shall be deemed the infringer's profit, provided that the infringer is unable to produce 
proof to justify his/her costs or necessary expenses. In addition to the provisions set forth in the 
preceding Paragraph, the patentee may claim separately for damages at a reasonable amount in case the 
business reputation of the patentee has been downgraded or injured as a result of the infringement. 
Subject to the provisions of the preceding two Paragraphs, if the infringement is found to be an 
intentional act, the court may, after considering the details of the infringement, decide the compensation 
in an amount higher than the amount of damages estimated, but not more than triple damages.  
 
Article 63 of the Trademark Act regulates when claiming for damages, a trademark right holder may 
choose one of the following methods to estimate the amount thereof: 1. Damages may be claimed in 
pursuance with Article 216 of the Civil Code. However, in the event where evidence cannot be 
presented to prove the damages thereof, the trademark right holder may use the profit normally gained 
from using whose registered trademark to subtract the profit gained from the same trademark after 
infringement, and claim the difference as the amount of damage; 2. Damages may be claimed in 
accordance with the profit gained from trademark rights infringement. However, where no evidence on 
costs or necessary expenses can be proved by the infringer, the total amount of sales from selling the 
infringing goods shall be regarded as the amount of profit; or 3. Damages may be claimed in an amount 
equivalent to 500 to 1,500 times of the unit retail price of the infringing goods. However, in the case 
where over 1,500 pieces of infringing goods are found, the amount of damage to be claimed shall be 
assessed based on the total sale price of the said infringing goods. A court may, at its discretion, reduce 
the amount of compensation in the case where the amount of compensation for damages assessed under 
the preceding paragraph is apparently unreasonable. A trademark right holder may claim for additional 
compensation in a reasonable amount in the case where whose business reputation has sufferred any 
damage on account of such infringement. 
 
Article 88 of the Copyright Act regulates that A person who unlawfully infringes on another person's 
economic rights or plate rights out of intention or negligence shall be liable for damages. Where 
multiple persons engage in unlawful infringement, they shall bear joint and several liability for damages. 
With regard to the damages referred to in the preceding paragraph, the injured party may make claim in 
any of the following manners: 1. In accordance with the provisions of Article 216 of the Civil Code; 
provided, when the injured party is unable to prove damages, it may base the damages on the difference 
between the amount of expected benefit from the exercise of such rights under normal circumstances 



and the amount of benefit from the exercise of the same rights after the infringement. 2. Based on the 
amount of benefit obtained by the infringer on account of the infringing activity; provided, where the 
infringer is unable to establish costs or necessary expenses [of the infringing act or articles], the total 
revenue derived from the infringement shall be deemed to be its benefit. If it is difficult for the injured 
party to prove actual damages in accordance with the provisions of the preceding paragraph, it may 
request that the court, based on the seriousness of the matter, set compensation at an amount of not less 
than ten thousand and not more than one million New Taiwan Dollars. If the damaging activity was 
intentional and the matter serious, the compensation may be increased to five million New Taiwan 
Dollars. 
 
According to Article 13 of the Trade Secrets Act, an injured party may choose any of the following 
provisions to request for damages in accordance with the preceding Article: (1) To make a claim based 
upon Article 216 of the Civil Code. However, if the injured party is unable to prove the amount of 
damages, the party may take as damages the amount of profits normally expected from the use of the 
trade secret minus the amount of profits earned after the misappropriation; or (2) To request for the 
profits earned through the act of misappropriation from the one who misappropriated. However, if the 
one who misappropriated is unable to prove the costs or the necessary expenses, the total income gained 
from the act(s) of misappropriation shall be deemed the profits. Based on the provisions set forth in the 
preceding Paragraph, if an act of misappropriation is found to be intentional, the court may, at the 
request of the injured party and by taking into consideration the circumstances of the misappropriation, 
award an amount greater than the actual damages, provided that the amount shall not exceed three times 
the amount of the proven damages.  
To sum up, the following 4 finding methods are applicable to the infringement of patent, trademark, 
copyright and trade secrets. 
 
(1) Concrete damage 
Article of 216 of the Civil Code regulates that the right holder determines the amount of damages on the 
basis of the real damage and loss of profit. 
 
(2) Difference 
If the injured cannot prove his damages, he can insist the difference between the expectable profit under 
normal circumstances and the profit after the infringement. 
 
(3) Total profit 
The injured can reduce costs from the profit after the infringement. 
 
(4) Total sales amount 
If the injured cannot prove costs and necessary expense, he can insist the total income from the 
infringement as his profit. 
 
Besides, subject to the provisions of the preceding two Paragraphs, if the infringement is found to be an 
intentional act, the court may, after considering the details of the infringement, decide the compensation 



in an amount higher than the amount of damages estimated, but not more than triple damages. Damages 
may be claimed in accordance with the profit gained from trademark rights infringement. However, 
where no evidence on costs or necessary expenses can be proved by the infringer, the total amount of 
sales from selling the infringing goods shall be regarded as the amount of profit; or 3. Damages may be 
claimed in an amount equivalent to 500 to 1,500 times of the unit retail price of the infringing goods. 
However, in the case where over 1,500 pieces of infringing goods are found, the amount of damage to 
be claimed shall be assessed based on the total sale price of the said infringing goods. If it is difficult for 
the injured party to prove actual damages in accordance with the provisions of the preceding paragraph, 
it may request that the court, based on the seriousness of the matter, set compensation at an amount of 
not less than ten thousand and not more than one million New Taiwan Dollars. If the damaging activity 
was intentional and the matter serious, the compensation may be increased to five million New Taiwan 
Dollars. 
 
2. Finding methods in the judicial practice 
 
(1) Patent damages 
To sum up, the court usually use total profit method for patent damages, for example decision No.1074 
in 2004 of the High Court in Taipei, decision No.218 in 1999 of the High Court in Taichung. The court 
sometimes uses the difference method like the IP decision No.3 in 2005 of the High Court. 
 
(2) Trademark damages 
It is generally difficult to calculate damages and loss. The court usually select multiple sale price as 
damages when the amount of the injured products is less or around 1500 pieces, for example the 
decision No.5 in 2003 of the Supreme Court, decision No.1949 in 2002 of the Supreme Court, decision 
No.521 in 1999 of the Supreme Court, decision No.2008 in 1995 of the Supreme Court. 
 
There is no provision on the basis of the licence fee as a finding method, but the amount of the licence 
fee was used a considerable reference, like the decision No.273 in 1997 of the High Court in Taipei. 
 
(3) Copyright damages 
It is more difficult to find the amount of copyright damages because the injured can not easily prove his 
real damage and the profit of violator. Hence, the court determine the amount of damages correspondent 
to the insistence of the injured and under different considerations, for example decision No.8 in 2005 of 
the High Court in Taipei, decision No.8 in 2004 of the High Court in Taipei, decision No.22 in 2004 of 
the High Court in Taipei, decision No.5 in 2001 of the High Court in Hwaliang, decision No.1 in 2001 
of the High Court in Hwaliang, civil decision No.153 in 2000 of the High Court in Taipei, civil decision 
No.286 in 1998 of the High Court. 
 
(4) Trade Secrets damages 
The court generally uses the total profit method for assessing the trade secrets damages, for example 
civil decision No.435 in 1998 of the High Court. If costs and necessary expenses are difficult to prove, 
the court also takes totals sales amount as the basis of assessing the damages amount, for example 



decision No.1705 in 1997 of the Supreme Court. In the case of intentional injury, the court takes into 
account the assets, degree of the infringement and other facts of both parties to determine the damages 
amount, for example decision No.560 in 2004 of the Supreme Court. 
 
VII. Jurisdiction of the judicial court to evaluate of the validity of IP right (please refer to specific 

cases) 
 
The following explanations refer to evaluating validity of IP rights: 
 
1. Evaluating the validity of IP rights 
With regard to the validity of IP rights, the Intellectual property Office first handles it. If a party 
disputes it, then he can bring a lawsuit at the Administrative Court. The IP Office must evaluate the 
validity of IP right. His decision belongs to an administrative Act. The party can have an administrative 
remedy at the Ministry of the Economic Affairs. If the party still disputes the decision of the Ministry of 
the Economic Affairs, according to Article 4 I of the Administrative Proceeding Law, he can apply to 
withdraw the decision at the Administrative Court. When the Administrative Court decides to withdraw 
the decision of the Ministry of the Economic Affairs, the IP Office must review the facts and makes a 
new decision. For example, the decision No.4417 of the High Court of Administration in Taipei 
withdrew the administrative decision of the IP Office in 2003. 
 
The court is responsible for the patent infringements. According Article 90 I of the patent Law, for any 
civil proceedings pending in a court in connection with an invention patent, the court may suspend the 
trial process until a decision on the patent application, invalidation, or revocation action related thereto 
has become irrevocable. The withdrawal of patent right invalidates from begin on. The influence of the 
withdrawal is great, therefore it is better for the judicial to decide whether to suspend the proceeding. It 
can save the proceeding resources and avoid the conflicts between administrative decision and judicial 
judgment, like the decision of the court in Taipei (No. 84 of IP civil case in 2003) withdrew the patent 
right, therefore the court reversed the lawsuit. 
 
2. Evaluating the validity of trademark 
With regard to the validity of trademark, the IP Office first evaluates the trademark. The decision of the 
IP Office is an administrative act. There is an administrative remedy against this administrative act. If a 
party disputes the decision, he can take a withdrawal proceeding against the decision at the 
Administrative Court. When the court withdraws the decision, the IP Office can review the facts and 
makes a new decision, for example, the decision No.92 of the High Court of Administration in Taipei in 
2003. 
 
The court is in charge of the trademark infringement. According to Article 49 of the trademark Law, 
where a civil or criminal litigation in connection with trademark rights was initiated during the 
proceeding of an opposition against the same trademark, the said litigation may be suspended until the 
decision of the opposition has been rendered. 
 



3. Evaluating the validity of copyright 
Copyright Act adopts the creation protection in Taiwan. The author completes the creation which meets 
the requirements of the protection for the Copyright Act and has the copyright. It is not necessary to 
register it. In general, the court is competent for the copyright infringement. If a party disputes the 
protection requirement of the copyright during the proceeding, the court evaluates material issues in that 
case. It is different from patent and trademark. 
 
4. Evaluating the validity of trade secrets 
According to the Trade Secrets Law, the injured can only be protected by the civil remedy against the 
infringement of trade secrets. The Trade Secrets Ac thas no penal provision, therefore the Criminal 
Code and the Fair Trade Law regulate the infringement of trade secrets. The court can evaluate 
substantially the infringement of the trade secrets in concrete case and determines the protection 
requirement according to the Trade Secrets Law. The court has a final right to determine the 
infringement of the trade secrets, for example, the civil decision No.21 of the Court in Taipei in 2005. 
The Court was responsible for the evaluation of the trade secrets and denied it. 
 
VIII. Finding method to judge similarity of trade marks in the IP cases (please refer to specific 

cases). 
 
The IP Office issued review criterions for confusion which are the criterions for determining the same 
or similarity of trademarks. The IP Office is of the opinion that some provisions after the revision put 
confusion and similarity regarding both products and services, but the main reason for the confusion of 
trademarks is whether consumers have confusion. Similarity of trademarks and similarity of 
products/services are 2 referring factors for determining the confusion. According to the opinions of the 
IP Office, it must consider the following 8 factors for determining the confusion of two trademarks in 
order to correlate the determination of the confusion and the real transaction on the market: 
1. Identification of trademark 
2. The degree of similarity of trademark 
3. The degree of the similarity of products/services 
4. The multi business of the prior right holder 
5. The real circumstances of the confusion 
6. The acquainted degree of the trademark to consumers 
7. Whether the trademark applicant is goodwill 
8. Other factors of confusion 
 
The meaning of the similarity of the trademarks is that two trademarks give an entire impression of 
similarity. It must be determined from the viewpoints of consumers with normal knowledge and 
experience while buying an object with normal attention. Whether trademark itself is similar or not, it 
can be determined by appearance, pronunciation, concept and type. They can build a series of a product 
image. It should the whole illustration of trademark for observation correspondent to the principle of 
different time period and different place and the principle of separate observation. Recently, the judicial 
has the same opinions that appearance, pronunciation and concept of the trademark are basic factors for 



determining the similarity of trademark. In addition, it must be observed all aspects in a concrete case. 
Especially according to the principles of “different time period and different place” and the principle of 
separate observation, two trademarks must be observed apart to find a whole impression, not contrary 
observation at the same time. 
 
In the aspect of apparent similarity, the Supreme Administrative Court determined entirely 
correspondent to separate observation of trademarks. The decision No.979 in 2004 and No.318 in 2003 
took the similarity of appearance as standard of the decision. Besides, the decision No.296 in 2001 and 
No.684 in 2004 of the Supreme Administrative Court have the same opinions. The observation of the 
similarity of trademarks was taken comparison in the past, but it tends to take a supplementary method 
in combination with the entire observation and comparison, for example, the decision No.523 of the 
Supreme Administrative Court in 2004. The decision No.1276 of the Supreme Administrative Court in 
2004 emphasized the importance of the entire observation. 
 
IX. Noteworthy development with regards to IP protection by the judicial court. Proposed 

legislations (please refer to specific cases). 
 
1. Copyright Act 
 
(1) Peer-to-peer decision of copyright in internet 
It is worth attention to the decisions regarding peer-to-peer copyright in internet which are Ezpeer 
(No.728 in 2003) and Kuro (No.2146 in 2003). The both decisions were decided by the criminal court, 
but the criminal court had different opinions regarding the copyright infringement of peer-to-peer 
download. In the case of Ezpeer, the criminal court determined the defendant, who did not know that 
users illegally downloaded, not guilty because he did not violate the Copyright Act. In the case of the 
Kuro, the court had different opinion that the peer-to-peer platform offered illegal download as its aim 
and the undertaker did not establish a filter mechanism by technology. The court concluded that the 
defendant knew that facts and met the assistant requirements of copyright infringement. The download 
users also violated the copyright. As a consequence, the court decided both undertaker and users of 
download guilty. 
 
Ezpeer and Kuro were related to the peer-to-peer download, but the court had different opinions. It 
concluded that the judicial has no uniform opinions how to judge the peer-to-peer issues. Because the 
both cases are still in the revision at the High Court, the opinions of the High Court are decisive in the 
future. 
 
(2) Draft of the Traditional Creation Protection Act for the Aborigines 
The Administrative Yuan passed the Draft of the Traditional Creation Protection Act for the Aborigines 
in February 2005 in Taiwan. This Draft is right now in the Legislative Yuan. The aim of the Draft is to 
protect the multi cultures and rights of the aborigines in Taiwan. Besides, it is correspondent to the trend 
to protect the aboriginal cultures in the international community. The Draft has 23 provisions and 
includes the definition of aboriginal intellectual creation, the scope of the protection, ways of obtaining 



rights, limits of rights and remedies against the infringements. 
 
2. Patent Act 
 
(1) Compulsory licencing of Tamiflu and CD-R decisions 
The IP Office decided the approval of the compulsory licencing of Tamiflu on 8.12.2005. The IP Office 
based on the Article 76 I of the Patent Act because it is inevitable to approve the compulsory licencing 
for producing this medicine to correspond to the need of preventing epidemic. But it must consider the 
licencer’s Right (Roche). The licencee (the Health Bureau of the Administrative Yuan) and the licencer 
(Roche) must negotiate the compensation. Due to the pressure of the Avian Influenza epidemic, it is the 
first case of the compulsory licencing to produce drugs. 
 
In the case of CD-R, the producers separately owned the necessary technology and built a patent pool. 
The court and the Commission of Fair Trade of the Administrative Yuan had different opinions whether 
Article 7 and 14 of the Fair Trade Act should apply to this case. The court decided that patent pool 
established from supplementary patents among undertakers was not a concerted act within the Article 7 
and 14 of the Fair Trade Act. Hence, it did not need approval of the responsible authority. The 
supplementary patents of undertakers were not substituted to one another, therefore they were not 
horizontal competitive undertakings and not subjects of concerted act. It concluded from this case that 
the court disagreed the opinion of administrative agency regarding the prohibitive patent pool. 
 
(2) Draft of the Patent Lawyer Act and the Act of Experts’ Participation in Proceeding 
The Administrative Yuan passed the Draft of the Patent Lawyer Act in December 2005. The Draft is 
right now in the Legislative Yuan. The aim of the Patent Lawyer Act is to establish a management 
system for patent lawyers to correspond to enhancing knowledge economy, developing relative 
industries and constructing excellent surroundings of protecting the IP Rights. The Draft has 40 
provisions. It contents the qualification requirements of patent lawyer, practice requirement and 
supervision. 
 
The Draft of the Act of Experts’ Participation in Proceeding is similar to the Draft of the Patent Lawyer 
Act. Its aim is to introduce expertise into the legal procedure in order to perfect the IP protection. The 
Judicial Yuan announced this Draft in August 2004 to introduce expertise into the legal procedure in 
order that expertise can assist the judges adequately solve legal issues. 
 
The Draft has 45 provisions. Articles 3 to 5 regulate that parties can apply the court the expert’s 
participation in the proceeding and making a joint decision in the case of patent, trademark and 
copyright. 
 
3. Trademark Act and Trade Secrets Act 
 
(1) The Explanation No.594 of the Grand Judge of the Judicial Yuan 
The Explanation No.594 of the Grand of the Judicial Yuan explained the punishment against the illegal 



use of trademark is to protect the rights of trademark holder, consumer interests and the market order. 
The punishment does not violate the principle of proportionality according to Article 23 of Taiwan’s 
Constitution. According to statistic, the Grand Judge of the Judicial Yuan has made explanations in the 
field of incorporate property rights only 10 cases until to December 2005. The Explanation No.594 is 
the newest one. 
 
(2) Trend of revision in the future 
The Trademark Act was amended in 2003. The important contents include enlarging the scope of the 
protection (for example, color, voice and three-dimensional form can be registered as trademark), 
widening the protection requirements and extending the definition of use in the Trademark Act. The new 
revision is in response to the new use types of trademark with the correct technology development. With 
regard to the protection for the trade secrets, it is seldom like Taiwan’s Trade Secrets Act in the 
international community. The Trade Secrets Act has no penal provisions, but the IP Office recently 
completed the Draft of Revision of the Trade Secrets Act which has penal provisions. 
 
X. Points to consider for Japanese companies and persons who might be interested party in the 

judicial court of your country. 
 
1. Attention to procedural provisions 
 
(1) Foreign natural and legal person can be a party in the IP proceeding in Taiwan. 
According to Article 91 of the Patent Act, Article 102 of the Copyright Act and Article 70 of the 
Trademark Act, the foreign legal person without approval of Taiwan’s government can still bring a 
lawsuit. The general opinions and practice accept that foreign natural person and legal person with 
approval of Taiwan’s government have personal ability, therefore they have the party ability in the 
proceeding. Article 22 of the Administrative Proceeding Code has the same provision. Foreign natural 
person may be a defendant in the criminal proceeding according to Articles 3 to 8 of the Criminal Code. 
 
(2) Attentions to bringing a lawsuit at the court or at the administrative court. 
The court is in charge of civil and criminal remedy in the current IP proceeding in Taiwan. The IP Office 
is competent for evaluating of the validity of patent and trademark. The IP Office can revoke patent or 
invalidate the trademark. If a party disputes the decision of the IP Office, he can take an administrative 
petition. After the administrative petition, he can take an administrative proceeding at the 
Administrative Court. 
 
(3) The system of the concentrative trial and compulsory agent of attorney at law at the third instance 

are worth paying more attention in the civil proceeding. 
Recently, the academy of procedural law professors has promoted the system of the concentrative trial 
to undertake the proceeding smoothly. The Judicial Yuan announced the reference of the concentrative 
trials in the civil proceeding. When the court receives the charge sheet and reply sheet, it is not 
inevitable to open the trial immediately. The court can order parties to exchange sheets several times. 
After finding the legal issues, the court can open the trials. Besides, parties should mandate attorney at 



law as proceeding agent according to the amended Civil Procedural Code in 2000 and 2003 with the 
approval of the chief judge at the first trial and the second trial. It is the system of compulsory agency at 
the third trial. 
 
(4) The system of “mutual inquiry”, “perpetuation of evidence” and “compulsory agent of attorney at 

law in private prosecution” must be paid attention in the criminal proceeding. 
The Patent Act abolished the punishment against the patent infringements in Taiwan, but the criminal 
proceeding is available against the infringement of trademark and copyright. The Criminal Procedural 
Code was amended in 2003. There are some new provisions such as Article 166 regarding the mutual 
inquiry which is adapted from the American model. Art.219-1 of the Criminal Procedural Code relates 
to the perpetuation of evidence. According to this provision, interest parties can apply the prosecutor or 
court to perpetuate the evidence. In addition, Article 319 II of the Criminal Procedural Code regulates 
the compulsory agent of attorney at law in the private prosecution. 
 
(5) The two instances system and petition prior to the revocation proceeding are worth attention. 
The Administrative Court has two instances in Taiwan. The parties can take a petition or a lawsuit 
against the revocation of patent or trademark application of the IP Office according to Article 1 of the 
Petition Act and the Administrative Procedural Code. Article 4 of the Administrative Procedural Code 
regulates a petition necessarily prior to the revocation proceeding. Hence, party must take a petition at 
the Petition Commission of the Ministry of Economic Affairs. If the Petition Commission revoked the 
decision of the IP Office, or did not make any decision, the party can bring a revocation proceeding at 
the High Court of Administration. 
 
2. Some material provisions are worth attention. 
Taiwan is the member state of WTO since 1.1.2002. Currently, both Taiwan and Japan are member 
states of WTO, therefore some provisions such as Article 4 of Copyright Act, Articles 4 and 27 of the 
Patent Act, Articles 3 and 4 of the Trademark Act and Article 15 of the Trade Secrets Act must carry out 
the principle of the national treatment with Article 3 of the TRIPS. 
 
(1) The work of the Japanese before 1.1.2002 which is not protected under the old Taiwan’s copyright 

Act can have protection and applies to the transitional provision. 
Taiwan and Japan had no reciprocal agreement. According to Article 4 of the Copyright Act, Works of 
foreign nationals that comply with one of the following conditions may enjoy copyright under this Act; 
provided, where the terms of a treaty or an agreement that has been ratified by resolution of the 
Legislative Yuan provide otherwise, such terms shall govern: 1. Works that are first published in the 
territory under the jurisdiction of the Republic of China, or are published in the territory under the 
jurisdiction of the Republic China within thirty days after their first publication in territory outside the 
jurisdiction of the Republic China; provided, this shall only apply where the country of such foreign 
national extends protection under identical circumstances to the works of persons of the Republic of 
China, and such protection has been verified. 2. Where by treaty or agreement, or under the domestic 
acts, regulations, or standard practice of the home country of the foreign national, works of persons of 
the Republic of China enjoy copyright in such country. 



 
Article 106 – 1 to 106 – 3 regulate that except as otherwise provided under in this Chapter, this Act shall 
apply to works that were completed prior to the date on which the World Trade Organization Agreement 
took effect in the territory under the jurisdiction of the Republic of China where such works did not 
enjoy copyright under the provisions of the respective versions of this Act but where the term of 
protection for economic rights has not expired in accordance with this Act; provided, this shall not apply 
to works of foreign nationals for which the term of protection has expired in their country of origin. The 
term "country of origin" as used in the proviso of the preceding paragraph shall have the meaning 
ascribed to the term in Article 5 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (Paris Act 1971). Except as otherwise provided for in this Chapter, a person who began the 
exploitation of works protected pursuant to the provisions of the preceding article prior to the date on 
which the World Trade Organization Agreement took effect in the territory under the jurisdiction of the 
Republic of China, or who made significant investment toward the purpose of such exploitation, may 
continue to exploit such works during the two-year period which commences on the aforementioned 
effective date of said Agreement, and the provisions of Chapter VI and Chapter VII of this Act shall not 
apply. From the implementation of the June 6, 2003 amendment to this Act, the person exploiting a 
work pursuant to the preceding paragraph, except in circumstances of rental or lending, shall pay to the 
economic rights holder of the exploited work a reasonable compensation for the exploitation such as 
would normally be paid for such work through free negotiation. From one year after the date of 
promulgation of the amendment to this Act, an exploiter shall not further sell unauthorized copies of 
works protected under the preceding article; provided, it may still rent or lend them. The preceding 
paragraph does not apply to copies of works that are separately created through exploitation of works 
protected under the preceding article; provided that, except as set forth in Articles 44 to 65, the 
economic rights holder of the exploited work shall be paid a reasonable compensation for the 
exploitation such as would normally be paid for such work through free negotiation. Exploitation of a 
derivative work may continue beyond the date on which the World Trade Organization Agreement took 
effect in the territory under the jurisdiction of the Republic of China, where the preexisting work upon 
which such derivative work is derived is a work under Article 106bis, where the completion of the 
derivative work occurred prior to the aforementioned effective date, and where such derivative work 
was protected under respective versions of this act; the provisions of Chapter VI and Chapter VII of this 
Act shall not apply. From the implementation of the June 6, 2003 amendment to this Act, the person 
exploiting the derivative work pursuant to the preceding paragraph shall pay to the economic rights 
holder of the underlying work a reasonable compensation such as would normally be paid for such work 
through free negotiation. The provisions of the preceding two paragraphs shall not affect the protection 
of the derivative work. 
 
(3) The effective date of the priority right is worth attention. 
Before Taiwan’s membership of WTO, Taiwan and Japan have recognized the mutual patent priority. 
Japanese first time applied the registration for the patent, utility patent and design patent since 1.2.1996 
that can be applied to the priority right in Taiwan. On the contrary, Taiwan and Japan have no such 
mutual reciprocal agreement for the trademark protection. Hence, Japanese first time applies the 
registration for trademark after 1.1.2002 and can insist the priority right in Taiwan.  



 
Article 27 of the Patent Act regulates that a patent applicant, who has filed his/her first patent 
application legally in respect of an invention in a member of the World Trade Organization (hereinafter 
referred to as the "WTO") or in a foreign country which allows ROC nationals to claim priority based 
on reciprocity and has filed his/her patent application for the same invention in the ROC within twelve 
(12) months from the filing date of his/her first patent application in said foreign country, may claim a 
priority for his/her ROC application. Subject to the provisions of the preceding Paragraph, in case an 
applicant claims for two or more priority rights in a single patent application, the beginning date for 
calculation the priority period shall be the day following the earliest priority date. If the foreign 
applicant is a citizen of a non-member country of the WTO and his/her home country does not maintain 
a relation for mutual recognition of priority rights with the ROC but the applicant has a residence or 
business office in a member country of the WTO or in the territory of a reciprocal country, the applicant 
shall also be entitled to claim priority in accordance with the provisions set forth in Paragraph One of 
this Article. For a patent application claiming priority, the priority date shall be used as the reference 
date in the examination of the patent requirements.  
 
According to Article 108 of the Patent Act, the provisions of Articles 25 through 29, Articles 31 through 
34, Paragraph Two of Article 35, Articles 42, Paragraph Two of Article 45, Article 50, Article 57, 
Articles 59 through 62, Articles 64 through 66, Paragraph Three and Paragraph Four of Article 67, 
Articles 68 through 71, Articles 73 through 75, Paragraphs One, Two and Four of Article 78, Articles 79 
through 86, Articles 88 through 92 of this Act shall apply mutatis mutandis to the utility model patents.  
 
Article 129 III of the Patent Act regulates that the provisions of Article 27, Article 28, Article 33 
through Article 35, Article 42, Article 43, Paragraph Two, Article 45, Article 46, Article 47, Article 60 
through Article 62, Article 65, Article 66, Paragraph Three and Paragraph Four of Article 67, Article 68 
through Article 71, Article 73 through Article 75, Article 79 through Article 86, and Article 88 through 
Article 92 shall apply mutatis mutandis to design patents.  
According to Article 4 of the Trademark Act, an applicant of a trademark, which was filed in a country 
mutually recognizing priority right with the Republic of China and was registered in pursuance to the 
domestic legislation of that country, may claim priority right within six months counting from the next 
day of the first filing date of that trademark application filed in the Republic of China. Priority claims 
made in accordance with the preceding paragraph shall be made at the same time when filing for an 
application, in which the foreign filing date and the country admitting that foreign application shall be 
clearly indicated. The applicant shall submit, within three months from the next day of its filing date in 
the Republic of China, a certified copy of the application admitted by the said foreign country. Those 
who violate against any of the preceding two paragraphs shall lose the priority right. The priority date 
shall be referred as the filing date of those claiming priority rights. 
 



２－４ ヴェトナム 
 
（１）調査報告書 
 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程 五味飛鳥 
 
 
一．知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担

  
 ヴェトナムでは、多くの知的財産紛争が、行政機関によって扱われている。 
 司法裁判所は、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟を担当し、唯一の知的財産紛争処

理に関する訴訟手続を扱う機関ではあるが、知的財産紛争処理に長けた裁判官が不在

である上、そもそも裁判官の質的な問題から裁判所に対する国民一般の信頼が必ずし

も高いとはいえず、また、一般的に裁判所における紛争処理には長期間を要するなど

の事情から、なにかしらの紛争が生じた場合の解決手段としては、行政機関による紛

争処理が選択される傾向が強いようである。 
 
① 知的財産紛争の処理にあたる行政機関の種類と役割 
 知的財産紛争の処理にあたる権利の執行機関としては、（a）市場管理局*1、（b）科
学技術省及び文化情報省の調査部門、（c）警察、（d）税関、（e）地方政府（人民会
議）があり、権利の管理機関としては、（i）科学技術省（MoST*2）傘下の国家知的財

産局（NOIP*3／ヴェトナム特許庁）と、（ii）文化情報省（MoCI*4）傘下の国家著作権

保護局（NOCP*5又はCOV*6／ヴェトナム著作権局）がある。 
 各執行機関は、軽微な知的財産権法違反について対処して行政措置を行う義務と権

限をもつ。これらの権限は、行政義務違反に関する罰則条例（Ordinate on the Punishment 
of Administrative Violation*7）及び 1999年 3月 6日付け政府のデクレ 12/1999/ND-CPの
第 10条等によって付与されているものである。行政措置としては罰金ないし期限付き
の営業禁止が一般的であるようであるが、罰則条例等の規定上、罰金の最高額は 2億
ドン（約 200万円）となっている。 
 一般的な手続としては、権利者が第三者による侵害の事実を発見した場合、先ず

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*1 全国的な組織であり、6000人から 7000人の人員を擁する。国内の知的財産権のエンフォースメントを担

っており、最も積極的に活動している。 

*2 Ministry of Science and Technology 

*3 National Office of Intellectual Property 

*4 Ministry of Culture and Information 

*5 National Office for Copyright Protection 

*6 Copyright Office of Vietnam 

*7 この条例（ordinance）は 2002 年 7月 2日の国会の常任委員会を通過している。各分野における行政的罰

則行為は政府のデクレによって詳細が発表される。 



NOIP又はNOCPに対して、その第三者の行為が実際に侵害行為にあたるのかの判断を
求めるようである。このNOIP等の見解は、我が国制度における特許庁の「判定」に等
しい性格のものであるが、各執行機関においては自ら侵害判断を行うことが事実上困

難であるので、NOIP及びNOCPによるこの見解は、事実上重大な影響力を持っている。
NOIP及びNOCPから当該第三者の行為が侵害にあたるとの見解が示されたのちに、権
利者は、上記各機関に行政措置の執行を求めることになる*8。 
 一度侵害して行政的措置を受けたのにも拘わらず再び侵害行為を行った場合などの

ように、違反行為が深刻な場合には、刑事事件として扱うために、各執行機関が警察

（公安）に事件を送致する。権利者が公安に直接告訴することも可能である。 
 なお、税関は、知的財産権を侵害する輸入品あるいは輸出品について通関を延期す

る権限を持っている*9。 
 
② 知的財産紛争の処理にあたる司法裁判所の種類と役割 
 司法裁判所は、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟を担当する。 
 ヴェトナムの司法裁判所は、最高人民裁判所（SPC）、省級裁判所（provincial court）、
県級裁判所（district court*10）の 3つがあり、三級二審制*11を採用する。 
 民事訴訟の場合には、省級裁判所に第一審としての管轄があり、損害賠償を目的と

しない場合にのみ県級裁判所にも管轄が認められる。過去数年間の民事訴訟案件の 2/3
に相当する数が、省級裁判所を第一審としている。 
 刑事訴訟は、県級裁判所の管轄となる。 
 裁判所に於いて独自に侵害判断を行うにあたっては専門性の観点などから困難が伴

うことが多いようであり、そのため、行政機関の場合と同様に、NOIPの協力を得るこ
ともあるようである。 
 なお、法律上、裁判所は、専門性の高い事件について、実務家や学者を招聘し事件

の解決にあたって意見を述べさせる評議会を設置することが可能のようではあるが、

その設置及び評議を得るのに時間や費用がかかる等*12の理由により、裁判官が実際に、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*8 権利者は NOIPの判断を経由せずに、直接的に各行政機関に行政措置を求めることも可能であるが、各行

政機関においては侵害の成否を判断することが事実上不可能であるため、その場合であっても、最終的には

NOIPの見解を求めることになるようである。 

*9 権利者は、税関に対してその製品の輸入あるいは輸出通関に対して、自己の権利を侵害する輸入品ないし

輸出品に関し、税関に通関手続の延期を要求することができ、(a)自身が知的財産権の権利者であること、(b)

当該輸入あるいは輸出品が知的財産権の侵害品であることの証明を添付した申請書を提出する必要がある。更

にこの申請書には、(c)通関手続の違法な遅延によって被害を受けることになった者に対する損害やその他の

費用をカバーするための前払い或いはクレジット会社等の銀行業務を行う会社によって発行された支払保証

書の添付が必要とされる。 

*10 日本では、通常、地方裁判所を district courtと訳していますが、同じ英語表記でも、ヴェトナムの県級裁

判所は、日本でいえば地方裁判所というより簡易裁判所のようなものにあたる。 

*11 日本の高等裁判所の機能は SPCにある。 

*12 裁判官のプライドやそもそもどんな専門家を招聘すべきなのかが不明である等の事情もあるようである。 



この評議会を利用することはないのが実情のようである。 
 
 

二．司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度

 
① 一般的事情 
 今回の調査にあたっては、ヴェトナムの各機関を訪問し、種々のインタビューを行

ったが、概して、裁判所に対する信頼が低いことが窺われた。 
 そもそもヴェトナムの国家体制の下、司法権は国会に帰属しており、裁判所は国会

に代わってこの司法権を行使している。また、従来は、検察院（いわゆる国家監督官）

が司法監察を行っており、裁判所はその監督に服していた。更に、ヴェトナムは戦争

が長く続いた等の事情があったことから裁判官の養成が間に合わず、従来は急場しの

ぎで地元の名士を裁判官に登用したというようなこともあったため、司法の地位は、

国家組織の中で決して高いものではなかったようである。 
 しかし、裁判官の教育体制が整うなど、裁判官に対する信頼も徐々に高まってきた

ため、2005年行われた民訴法の改正などにより、一部管轄に変更がされ、また、検察
院の監督下から裁判所が脱するに至っている。 
 ヴェトナムにおいて判例は、法源としての地位がなく、また、一般的に公開されて

いない。これは、裁判所に対する信頼の低さ、及び、裁判官の質的問題の一つの表れ

であるが、昨今の裁判所の努力の結果として、ヴェトナム共産党は、今後判例に準法

源的地位を認める方針のようである。これに伴って判例の公開をすすめるため、海外

からの協力を得て、現在一審の書式を整備中とのことである。 
 
② 知的財産権関連について 
 知的財産関連訴訟を扱うにあたっては、特別の資格は求められない。一般的に、裁

判官に任命される者は*13、法に関する一般的知識を有し、かつ、本人が興味を持つ特

定の法分野を専門としていなければならない。従って、知的財産権法について総合的

に理解している裁判官は、この法分野に自ら興味をもった者ということになる。 
 最高裁では、知的財産権事件を扱う傾向にある裁判官の知識を向上させる必要性か

ら、知的財産権に関する多くの研修を行っている。2004年にはタイの知的財産裁判所
と協力して、25人の裁判官のための 3週間のトレーニングを行った。海外機関の援助
によって、すべてのレベルの合計 25名の裁判官に対し、3週間の別のトレーニングコ
ースも行っている。しかし、トレーニングの長さも内容も制限されており、そこから

裁判官に与えられる情報は限られたものとなっているのが実情のようである。 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*13 判事の選抜と任官についての詳細な情報については、2002年 10月 4日に国会常任委員会を通過した判事

陪審員条例を参照のこと 



三．司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度  

 
 弁護士は、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟のすべての訴訟形態を扱うが、特に知的

財産関連訴訟を代理するのに特別な資格を必要とするわけではない。この点は、裁判

官と同様であり、また、知的財産権を専門とする弁護士はほとんどいないようである。 
 弁護士の数は、全国 3,000人程度であるが*14、国の方針として、2010年まで 1万人
程まで増加させる予定とのことである*15。 

 
 
四．司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合

 
 1998年以来現在迄裁判所で扱われた事件数は 62件である。 
 一方、2000年から 2004年の間に知的財産関連の刑事事件は 429件である。しかし、
模造品関連の刑事事件がそのうちの大多数であり、純粋に著作権侵害及び産業財産権

侵害が問われた事案は僅か 2件に過ぎない。 
 なお、行政訴訟がどの程度あるかは不明である。 
 ヴェトナムには、裁判事件に関する公的な統計が存在していないようである。従っ

て、以上の件数は、今回 Country Reportの執筆を依頼した最高裁の裁判官が、独自の
統計を行ったもののようである。 
 
 

五．司法裁判所における知的財産権関連訴訟において争われる各知的財産権の割合

 
① 民事訴訟について 
 1998年以来現在迄裁判所で扱われた事件数は 62件であり、著作権関係紛争は 38件、
工業所有権関係事件は 20件、技術移転事件関係は 4件である。 

 
② 刑事訴訟について 
 刑事訴訟として扱われる知的財産関連の犯罪としては、民法第 131条における著作
権侵害（infringement upon copyright）、第 156条における模造品の製造と貿易規制違反
（manufacturing and/or trading in fake goods）、第 157条における食用の物品、食品、医
療用薬品、予防薬の模造品製造と貿易規制違反（manufacturing and/or trading in fake 
goods being food, foodstuffs, curative medicines, preventive medicines）、第 158条における
動物のえさ、肥料、家畜用薬品、植物保護剤、植物、動物種の模造品製造と貿易規制

違反（manufacturing and/or trading in fake goods being animal feeds, fertilizers, veterinary 
drugs, plant protection drugs, plant varieties, animal breeds）、第 170条における工業的所有

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*14 なお、タイは 24,000人 

*15 なお、我が国の弁理士に相当すると思われる資格者が 100名程度いるようである。一定の試験に合格する

ことを要するが、訴訟代理権はなく、NOIPの管轄下にあるようである。 



権取得にあたっての規則違反（breaching the regulations on the granting of industrial 
property protection deeds）、並びに、第 171条における知的財産権の侵害（infringement 
upon intellectual property rights）がある。 
 2000年から 2004年の間に知的財産権に関して起きた刑事事件は 429件であり、そ
の内訳は、次の通りであり、模造品関連の刑事事件が大多数である。 

 
Title of crime and Article in the Code Year Number of case 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 1 

著作権侵害（第131条） 

2004 0 
Total  1 

2000 117 
2001 38 
2002 16 
2003 21 

模造品の製造と貿易規制（第156条） 

2004 7 
Total  299 

2000 56 
2001 11 
2002 10 
2003 29 

食用の物品、食品、医療用薬品、予防薬の模造品製

造と貿易規制（第157条） 

2004 7 
Total  113 

2000 2 
2001 1 
2002 1 
2003 1 

動物のえさ、肥料、家畜用薬品、植物保護剤、植物

、動物種の模造品製造と貿易規制（第158条） 

2004 10 
Total  15 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 

工業的所有権取得にあたっての規則違反（第170条）

2004 0 
Total  0 

2000 0 
2001 0 
2002 1 
2003 0 

知的財産権の侵害（第171条） 

2004 0 
Total  1 

 



六．司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法

 
 民法には、その第 610 条において「損害は全額支払われなければならない(damage 
must be paid in full)」と書かれているに過ぎず、知的財産権事件における損害額の算定
に関する特別規定は存在しない。 
 また、実際の訴訟においても、和解に達したり、あるいは、損害に関する請求を取

り下げたりしていることから、損害を評価する方法を明らかに提示しているような判

決は発見されない。 
 なお、2005 年 11 月頃に知的財産権法典が国会を通過しているが、知的財産権侵害
の場合の損額算定の原則についての条文が盛り込まれているようである。但し、2006
年 2月末日現在、未だこの新法は公開されていない。 

 
 
七．司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果

 

 民事訴訟法第 25条、第 29条、第 33条及び第 34条に規定によれば、県レベル（district 
level）の裁判所及び省裁判所（provincial court）は、すべて知的財産権の有効性を判断
する権限を有している。 

 但し、現にこれらの裁判所に於いて権利の有効性を判断した事例があるかは不明で

ある。 

 

 

八．司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法

 
 商標の類否判断の基準を示した法制度は現在存在しない。 
 NOIP が 1994 年 8 月 6 日付けで発行している「商標審査ルール（the Rules on 
examination of trademark）No.191/QCXN」の 21.3項には、例えば「商品が同一で（商標
の）顕著な要素が類似している場合」や「商品が類似で（商標の）顕著な要素が同一

の場合」のように、2 つの商標を類似すると判断するための指針が示されている。こ
のルールの添付 5には、商標の類否判断手法とその基準が詳細に記載されており、そ
こには、例えば、文字、数字或いは組み合わせ（単語と数字の組み合わせ）に関する

類似性のような、対比する商標を類似と判断すべき幾つかのケースが例示されている。

これによれば、単語の組み合わせ、称呼又は観念において類似性が存在する場合、違

ったやり方で表示されていたとしても、それらは類似すると判断される。 
 商標の類否を争った裁判例には、次の例がある。 
 



裁判例：Hoai Nam Ltd. Co. とMr. Nguyen Huu Lam 間の商標訴訟. 
    判決番号No. 181、2001年11月21日判決 
 
 最高裁における控訴審で、Mr. Lamによる商標「Phu Dong Thien Vuong」の使用が商標 
「Phu Dong」の商標権者であるHoai Nam Ltd. Coの権利を侵害していると判断された。裁判
所は、「Phu Dong」と「Phu Dong Thien Vuong」は、組み合わされた単語の数において異な
っているが、その内容と意味合いは、需要者において両者が同じものであるとの認識を容

易に生じさせるとし、これらは混同を招く程度に類似しているとすべきとした。 

 

 

九．司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題および立法の予定

 
 従来知的財産権に関する規定は民法におかれていたが、2005 年 11 月頃に民法から
独立した新知的財産権法典が国会を通過している。近々に官報が発行され、法文が公

になる予定とのことである。 
 新法は、WTO ないし TRIPs 協定などの知的財産権に関する世界標準を踏まえたも
のとなっているようであり、これによってヴェトナムの知的財産権制度が、制度的に

発展することが見込まれる。 
 なお、新法案に関しては、ヴェトナムが社会主義国家であることから、国民一般に

知的財産権は私の権利ではなく国の権利であるという意識が強く残っている部分があ

り、例えば薬剤に関する発明の独占などについては、この視点から、より慎重な議論

が行われたようである。また、例えば、現状において市場に流通する音楽製品の 9割
以上が海賊版といわれており、これを規制すると、国民から音楽を奪う結果にも繋が

りかねず、私権としての知財とその公共性の調整が、議論の焦点となったようである。 
 
 
十．司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項

 
 最も問題になるのは、裁判官の質であろうと思われる。 
 先に見てきたように、通常の場合、知的財産権関連紛争は行政機関を通じて解決

されており、その執行にあたっては NOIP の見解が鍵となるため、十分な証拠を整
えた上で、NOIPの判断を得ることが重要であろうと思われる。 
 但し、行政機関を通じての解決においては損害賠償が認められないので、損害賠

償を求めるのであれば、裁判所に対し訴訟を提起するしかない。この場合には、知

的財産権に詳しい弁護士の手配が重要になるであろうが、少なくとも現状に於いて

は、可能であればヴェトナム外で裁判を行うのが適当のように見える。 
以上 

 



（２）カントリーレポート 
 

ヴェトナム最高人民裁判所裁判理論研究所副所長 Ngo Cuong 
同研究所リーガルエキスパート Tran Ngoc Thanh 

翻訳：小川明子 
 
本報告書は数名の執筆者によって行われたリサーチの結果報告書であり、いわばヴェト

ナム最高人民裁判所（SPC）によって提出される正式な情報を示すものではない。本報告
書に書かれたすべての情報は執筆者が集積した法と統計を基に作られている。基本的に本

報告書はRCLIPの要請による質問に回答する形式をもって書かれているために、ヴェトナ
ムにおける法と行使についての広範囲な情報を伝えていない可能性もある。ついては、執

筆者の希望するところは、ヴェトナムにおける知的財産権事件の解決についてのできるだ

け多くの情報を受け取っていただくため、関連する如何なる質問にも喜んで答えたいとい

うことである。 
 

I/ The role of agencies in handling IP cases 
知的財産権事件を扱う機関の役割 
 
ヴェトナムでは、ほとんどの知的財産権事件は、国家機関（state agencies）によって取り
扱われており、その中には、税関、文化管理団体、知的財産権管理団体、警察等を含んで

いる。通常、諸々の管理団体は軽微な知的財産権法違反（minor violation）について対処し
て行政的命令を出す義務をもつ。各行政機関の権限は行政義務違反に関する罰則条例

（Ordinate on the Punishment of Administrative Violation1）によって与えられている。違反行為

が刑罰を要するほど深刻であれば、刑事事件として着手するため捜査機関に事件が送られ

ることになる。つまり、裁判所が唯一知的財産権訴訟における訴訟手続を扱う。裁判所は

民事訴訟、刑事訴訟を扱う。現実には、訴訟手続の下で、裁判所で行われるよりも多くの

知的財産権事件を、行政機関が扱っている。行政当局と裁判所システムの役割は、知的財

産権事件に関与するこれら機関各部門の職務と活動とを法に照らして調査することにより、

理解することが可能である。 
 
1/ Handling IP cases at custom office 税関での知的財産権事件の扱い 
法的に保護下にある知的財産の権利者が輸入品あるいは輸出品によって彼らの権利が

侵害されると考えるとき、税関に対してその製品の輸入あるいは輸出通関を延期する要求

を行う権利を持つ。通関手続の延期を求める者は、自身が知的財産権の権利者であること

並びに当該輸入あるいは輸出品が違反品であることの証明を添付した申請書を提出しなけ

ればならない。また、この申請書には、通関手続の違法な遅延によって被害をうけること

になった者に対する損害やその他の費用をカバーするための前払い或いはクレジット会社

                                                 
1 この条例（ordinance）は 2002 年 7月 2日の国会の常任委員会を通過している。各分野における行政的罰則
行為は政府のデクレによって詳細が発表される。 

 



等の銀行業務を行う会社によって発行された支払保証書の添付が必要とされる。これらの

書類を受領後、税関は遅延命令の発するための条件を充たしているかの審査を行う。仮に

この条件が充たされるとなれば、税関長は疑いのある輸入あるいは輸出を延期する決定を

行う。 
当該商品が権利者の知的財産権の侵害にあたるという条件を充足しない場合、税関は輸

入あるいは輸出の通関手続を継続しなければならない。 
さらに、知的財産権の権利者は税関に対して模造品や偽造品2を発見するための必要な手

続の適用を申請することができる。ヴェトナム法によって法的に保護される作品の著者や

所有者（writers and owners of work）、これらの保護下にある作品を使用する権原を持つ個人
や団体並びにその正当な代理人は、税関に対し、法に基づき、著作権の保護を求める権利

をもつ。著作権保護措置を税関に要求する手続は前述のものとほとんど同様となる3。 
 
2/ Handling IP case by the People’s Committee and its relevant agencies 人民委員会とその関連
機関による知的財産権事件の扱い 
県（district）レベルの人民委員会議長並びに省（province）レベルの人民委員会議長は知
的財産権侵害に関する行政的罰金を決定する権限を持つ。知的財産権関連の行政的罰金に

関して定められた 1999年 3月 6日付け政府のデクレ 12/1999/ND-CPの第 10条によって、
その権限が与えられるものである。 
科学技術省に属する調査部や、省（province）の科学技術部門に属する調査事務所、警察、
市場管理機関等のようなそれ以外の行政機関もまた、知的財産権侵害に関する行政的罰金

を決定する権限を持っている。このような機関のひとつがその管理業務を行っている間に

知的財産法に関する何らかの違反を見つけた場合、その権限のもと行政的罰金を適用する

か、その正当な権限に従い適切な決定を下す機関に対して報告を行う。文化ならびにメデ

ィアの分野における行政的違反のための行政的罰金を求める手続は、2001年 6月 26日付
けの政府のデクレ 31/2001/ND-CPに規定される条文によるものである。 
 
3/ Handling IP related cases at the court system 裁判システムにおける知的財産権関連事件の
扱い 
現在までに、裁判所で扱われた知的財産権事件を大きく 2つに分類すれば民事訴訟事件
と刑事訴訟事件とに分けることができる。1998年以来現在迄裁判所で扱われた事件数は 62
件であり、著作権関係紛争は 38件、工業所有権関係事件は 20件、技術移転事件関係は 4
件となる4。 
刑事事件についていえば、第 131条による著作権侵害、第 156条によって模造品の製造
と貿易、第 157条によって食用の物品、食品、医療用薬品、予防薬の製造と貿易、第 158
条によって動物のえさ、肥料、家畜用薬品、植物保護剤、植物、動物種の製造と貿易、第

                                                 
2 経済省と科学技術省の合同で出された、輸入品あるいは輸出品の工業所有権に関する水際取り締まり申請に
拘わる 2004年 12月 29日付け内閣内通知No. 129/2005/TTLT/BTC-BKHCN を参照のこと。 
3 文化情報省と経済省の合同で出された、輸入品ならびに輸出品向けの税関における著作権保護のためのガイ
ドラインについての 2003年 10月 17日付け内閣内通知No.58/2003/TTLT/BVHTT-BTC を参照のこと。 
4 添付１参照。 

 



170条によって工業的所有権保護を与えられた規則違反、並びに第 171条による知的財産
権の侵害が、知的財産権侵害として有罪とされる。 
 
a/ Handling IP cases under civil procedure 民事手続のもとでの知的財産権事件の扱い 

1989年に交付された訴訟条例の民事訴訟条例の条文によれば、知的財産権事件のほとん
どが省級裁判所（provincial court）で扱われることになっており、総計の 2/3に相当する前
述の 62件5中 43件の知的財産権事件が、省級裁判所（provincial court）にて扱われている。
しかしながら、現在有効な法6のもとでは、県級レベル（district level）の裁判所でも知的財
産権や技術移転7にかかわる知的財産権事件を扱う権限が与えられている。統計からも、こ

の種紛争が、知的財産権関連事件全体の主要な部分を形成していることがわかる。関係当

事者がそこから利益を得ることを目的とした知的財産権や技術移転に係わる個人と組織間

の紛争は、省級レベル（provincial level）の裁判所8において扱われる。 
裁判所は関係当事者によって提出された証拠に基づき紛争解決にあたる。当事者は自身

の法的権利と利益9についての証明を行う義務を負う。知的財産権事件審理中には、すべて

の関係当事者が裁判所に対して、侵害から自身の権利と利益を保護するという暫定的措置

の適用を申請することができる。裁判所は、すべての条件が満たされれば10、適切な暫定

措置の適用を決定する。 
裁判所は事実と各当事者から提供された証拠の分析に基づき最終的な判決11を下す。仮

に当事者のなかに判決に同意しない者がいた場合、彼らには判決の宣告から 15日以内に控
訴裁判所に控訴する権利が与えられている。審理に参加しない当事者については、控訴す

る期間は判決が彼らに届けられるかあるいは公開された日12から数えられるものとする。 
 
b/ Handling IP cases under criminal procedure 刑事手続のもとでの知的財産権事件の扱い 
刑事事件においては、ほとんどの事件が捜査機関主導である。捜査機関が容疑者を有罪

とするために十分な証拠があることを見出した場合、犯された罪を描写する報告書を作成

し、事件の関係書類とともに検察官事務所（Public Prosecutor office）に送る。 
検察官事務所はこれら証拠が捜査機関によって適切に収集されたか、また、捜査機関に

よって罪名が与えられた容疑者に有罪を宣告することに十分であるかについて、証拠をチ

ェックする。検察官事務所は、その容疑者が犯罪を認めた場合、有罪の提案（conviction 
proposal）をし、適切な裁判所に事件を送致する。裁判所は容疑者が罪を犯したかどうか、
また、罪名を決定するために証拠を調べ分析する権限をもつ。 

                                                 
5 これらの 62件すべては、1989年の国会常任委員会において公布された民事手続条例における条文にしたが
って取り扱われている。 
6 ヴェトナムの民事手続法は 2004年 6月 15日の国会を通過し、2005年 1月 1日に発効した。 
7 ヴェトナム民事手続法 25条、33条 
8 ヴェトナム民事手続法 29条、34条 
9 ヴェトナム民事手続法 79条 
10 ヴェトナム民事手続法 245条 
11 あるケースにおいては、裁判所は適切な当事者によって作成された書面による要求で証拠を集めることが
できる（ヴェトナム民事手続法 94条）。 
12 ヴェトナム民事手続法 245条 

 



執筆者が集積した統計によれば、2000年から 2004年の間に知的財産権に関して起きた
刑事事件は 429件となる. 
 

Title of crime and Article in the Code Year Number of case 
2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 1 

Infringement upon copyright (Article 131) 
著作権侵害 （第 131条） 

2004 0 
Total  1 

2000 117 
2001 38 
2002 16 
2003 21 

Manufacturing and/or trading in fake goods (Article 156) 
模造品の製作と貿易 （第 156条） 

2004 7 
Total  299 

2000 56 
2001 11 
2002 10 
2003 29 

Manufacturing and/or trading in fake goods being food, 
foodstuffs, curative medicines, preventive medicines (Article 
157) 
食用の物品、食品、医療用薬品、予防薬の製造と貿易（第

157条） 2004 7 
Total  113 

2000 2 
2001 1 
2002 1 
2003 1 

Manufacturing and/or trading in fake goods being animal feeds, 
fertilizers, veterinary drugs, plant protection drugs, plant 
varieties, animal breeds (Article 158) 動物のえさ、肥料、家
畜用薬品、植物保護剤、植物、動物種の製造と貿易（第

158条） 2004 10 
Total  15 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 

Breaching the regulations on the granting of industrial property 
protection deeds (Article 170); and infringement upon 
intellectual property rights (Article 171). 工業的所有権保護
を与えられた規則違反（第 170 条）、知的財産権の侵害
（第 171条） 2004 0 

Total  0 
2000 0 
2001 0 
2002 1 
2003 0 

Infringement upon intellectual property rights (Article 171). 
知的財産権の侵害（第 171条） 

2004 0 
Total  1 

 
知的財産権に係わる犯罪の数は年々減少の途を辿っているように見える。特に刑法第

156 条に規定される模造品の製造ならびに貿易に関する犯罪については、その傾向が顕著
である。 
 
c/ Handling IP related cases under administrative procedure 行政手続による知的財産権関連
事件の扱い 
行政手続条例（ordinance on administrative procedure）13の条文によれば、関係当事者は、

自身の法律上正当と認められる権利と利益14を守るために、行政訴訟に訴える権利を有す

                                                 
13 この条例は 1996年に公布され、1998年に修正された。 
14 行政手続条例 1条  

 



る。事件がその管轄下にあると判断すれば、裁判所は、原告に対して裁判費用の前払いを

裁判所からの通知を受け取った日から 7日以内に行うべきことを通知する。裁判所は前払
い15を受領した後に、訴状を受理し、事件を登録する。 
裁判所によって事件が受理された後、関係当事者は裁判所に対して彼らの権利と利益を

保護するための暫定的措置の適用の請求することができる。裁判所は、関係当事者による

主張と申し開きを聴くことで最終的な判決をする。裁判所の判決に不服のある当事者は、

控訴裁判所に控訴することができる。 
 
 
II/ Requirements towards judges and attorneys at law working in the court who handle IP related 
cases  
知的財産権関連事件の裁判における裁判官と弁護士に求められること 
 
ヴェトナムにおける現在効力を有する法制度のもとでは、知的財産権事件を処理するこ

とが期待される裁判官を選択し任命することに関し、専門的な要件を満たすように求める

条文は存在しない。一般的に、裁判官に任命される者は、法に関する一般的知識を有し、

かつ、本人が興味を持つ16特定の法分野を専門としていなければならない。 
知的財産権事件を扱う裁判官の選択と任命に関して特別な要求がなんら存在しないと

いう理由から、裁判官にしても弁護士にしても、知的財産権法について総合的に理解して

いるのは、この法分野に興味をもった者ということになる。その他には、知的財産権事件

を扱うことを命じられた時に勉強をするとか、適切な判断を行うためにこの法をよく理解

することが職務上必要とされるという場合がある。こういった運用は、つまり、どの裁判

官が知的財産権事件を受け持って、どの裁判官が受け持たないかを定義する法の規定がな

いことをよく表している。 
知的財産権事件を扱う傾向にある裁判官と弁護士の知識を向上させる必要性から、ヴェ

トナム最高裁は知的財産権に関する多くの研修を行ってきている。そこでは、知的財産権

に関する新しい法制度と事件を扱うための方法についての知識を供給し、アップデートす

ることが目的とされている。裁判官のための研修コースやセミナーについては、その他の

国際組織とも協力体制をとっている。最近２年間では、特に裁判官と他の裁判所職員に対

してこの法の分野における知識の向上に努めている。2004年にはヴェトナム最高裁はタイ
の知的財産裁判所と協力して、25人の裁判官のための 3週間のトレーニングコースをヴェ
トナム、タイ両国で行っている。STAR プロジェクトの援助によって、ヴェトナム最高裁
は、すべてのレベルの合計 25名の裁判官について、3週間の別のトレーニングコースを行
った。 
加えて、ヴェトナム最高裁は、知的財産権事件を扱うための知識と経験を得るために、

恒常的に裁判官を他の行政機関主催のセミナーや短期トレーニングコースに参加させてい

る。しかし、ヴェトナム最高裁が裁判官に対して知的財産権関連知識を与えるできる限り

                                                 
15 行政手続条例 32条 
16 判事の選抜と任官についての詳細な情報については、2002年 10月 4日に国会常任委員会を通過した判事陪

 



の努力を行ってきたにもかかわらず、トレーニングの長さも内容も制限されており、そこ

から裁判官に与えられる情報は限られたものとなっている。 
知的財産権についての裁判所職員の知識向上させることについても、裁判官と同様の状

況である。知的財産権事件以外の事件を扱う職員同様、知的財産権事件解決に係わる職員

は、同様の基準と専門性に関する要件によって選択される。知的財産部門で働くとされる

者に対する特別な要件はない。 
彼らは知的財産権について、法律の学校やショートトレーニングコースにおいて教えら

れているが、彼らが得ている知識では複雑で非常に実際的な事件を扱うためには十分であ

るとは言えない。より多くは、彼らが裁判所で働くにあたって、本人の興味ないし職務上

の必要から求められることになる継続的な学習により得ることになる。この分野における

継続的なトレーニングプログラムの欠如は、与えられるべきアップデートした情報の欠如

を生む。 
最高人民裁判所は、多くの困難に直面しているにも拘わらず、裁判官並びに他の裁判所

職員に対するトレーニングに注力しつづけ、裁判所で扱われる知的財産権事件に関する法

的実際的情報提供を行っている。 
 
 
III/ Method of analyzing damage in IP cases 
知的財産権事件における損害の分析方法 
 

1995年民法典に規定される一般的条項を除いては、現在までに知的財産権事件における
損害額の算定に関する特別な規定を見出すことはできない。民法典第 610条は「損害は全
額支払われなければ成らない」と書かれている。実際的には裁判所外での合意に至ったり、

あるいは、損害に関する請求を取り下げたりしていることから、今回集積したすべての判

決が損害賠償に関係しているわけではない17。国会を通過したばかりの知的財産権法典の

法案18には、知的財産権侵害の場合の損額算定の原則についての条文が含まれている。 
 
 
IV/ Jurisdiction of court to evaluate the validity of IP right 
知的財産権の有効性を判断するための裁判管轄 
 

Civil Procedure Code第 25条、29条、33条、34条に規定された条文によれば、県レベル
（district level）の裁判所並びに省裁判所（provincial court）は、すべて知的財産権の有効性
を判断する権限を有している。Civil Procedure Code第 33条 1項 1、3項並びに第 25条 4項
によれば、当事者が利益をあげることを目的としない場合、当事者が外国居住者でない場

合、及び、海外のヴェトナム領事館や法的活動を行う外国の裁判所に法的に委任する必要

                                                                                                                                                         
審員条例を参照のこと 
17 執筆者は損害を評価する方法を明らかに提示しているような判決を探そうと努力している。 
18 この法は公に発表されていない。従いここに法の条文をのせる事はできない。公式文書として発効された
際には提出したいと考える。 

 



がない場合、県裁判所（district court）は知的財産権と技術移転に関する事件を扱う権限を
与えられる。 
Civil Procedure Code 第 34条 1項 1によれば、省裁判所（provincial courts）は以下の知的財
産権と技術移転の事件を扱う権限を持つ。 
‐関係当事者が利潤目的であるとき 
‐関係当事者が海外に居住しているとき 
‐ヴェトナム領事館あるいは海外の裁判所に法的委任を行う必要があるとき 

 
 
V/ Method of define the similarity between two trademarks in IP case 
知的財産権事件における商標の類否判断手法 
 
商標の類否判断の基準を示した法制度は現在存在しない。しかしながら、NOIPが 1994
年 8月 6日付けで発行している「商標審査ルール（the Rules on examination of trademark）
No. 191/QCXN」の 21.3項には、例えば「商品が同一で（商標の）顕著な要素が類似して
いる場合」や「商品が類似で（商標の）顕著な要素が同一の場合」のように、2 つの商標
を類似すると判断するための指針が示されている。このルールの添付 5には、商標の類否
判断手法とその基準が詳細に記載されており、そこには、例えば、文字、数字或いは組み

合わせ（単語と数字の組み合わせ）に関する類似性のような、対比する商標を類似と判断

すべき幾つかのケースが例示されている。単語の組み合わせ、称呼又は観念において類似

性が存在する場合、違ったやり方で表示されていたとしても、それらは類似すると判断さ

れる。 
例： Hoai Nam Ltd.Co. とMr. Nguyen Huu Lam 間の商標訴訟、判決番号No. 181、2001年
11月 21日判決 
最高裁における控訴審で、Mr. Lamによる商標「Phu Dong Thien Vuong」の使用が商標「Phu 

Dong」の商標権者であるHoai Nam Ltd. Coの権利を侵害していると判断された。裁判所は、
「Phu Dong」と「Phu Dong Thien Vuong」は、組み合わされた単語の数において異なって
いるが、その内容と意味合いは、需要者において両者が同じものであるとの認識を容易に

生じさせるとし、これらは混同を招く程度に類似しているとすべきとした。この事件では、

双方の商標が「Thanh Giong」という神話上の人物をもとにしたものであったため、両者は
明らかに類似していた。 
 
 
VI/ Improvement that the court has made regarding to protection of intellectual property rights 
知的財産権保護に関する裁判の向上 
 
実務上、ヴェトナム最高裁は通常、法の条文を説明した規範的資料を発行しており、そ

れによって、裁判システム全体における統一的な法の適用が可能となる。最高裁は他の関

連する政府機関とも協力して、法廷で著作権紛争を取扱うことについて、1995年民法典の
条文に即し、2001 年 12 月 5 日付内閣内通知（ an Inter-ministerial Circular No. 

 



01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT）を発行した。加えて、最高裁は特別な種類のケース
を取扱うことについての（規範的ではない）ガイドラインも発行している。 
 
 
VII/ Attentive matters that need concerns by Japanese persons and companies when they 
participate in judicial process as related parties in the court of Vietnam 
日本人ならびに日本企業がヴェトナム裁判所において関係当事者として訴訟に参加する

時必要とされる注意点 
 
裁判所職員が知的財産に係わる法のすべての側面を理解しているとは限らないため、日

本企業は適切な法と十分な証拠に基づいた準備をするべきである。知的財産分野で活動す

る法律事務所からの協力をうけることも可能である。 
以上 

 

Annex I 

 

I/ IP cases came to district courts 県級裁判所の知的財産権事件 

 
Year Disputes on copyrights 

著作権 
Disputes on contract 
for the use of work
契約に関する紛争

Dispute on industrial 
property rights 

工業財産権の紛争 

Dispute on contract of 
technology transfer 
技術移転の紛争 

1998 0 1 1 1 
1999 4 0 0 0 
2000 2 0 2 0 
2001 0 0 0 0 
2002 1 0 0 1 
2003 1 0 0 2 
2004 3 0 0 0 
Total 11 1 3 4 

 

II/ IP cases came to provincial courts 省級裁判所の知的財産権事件 

 
Year Disputes on copyrights 

著作権 
Disputes on contract 
for the use of work
契約に関する紛争

Dispute on industrial 
property rights 

工業財産権の紛争 

Dispute on contract of 
technology transfer 
技術移転の紛争 

1998 2 2 5 0 
1999 1 3 3 0 
2000 4 1 4 0 
2001 2 0 2 0 
2002 1 1 1 0 
2003 5 2 0 0 
2004 0 2 2 0 
Total 15 11 17 0 

 

Note: (The statistics collected in these table are classified according to provisions of the 1995 Civil Code of Vietnam) 
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This report is the result of a research done by group of authors so that it does not present any official 
information provided by the Supreme People’s Court of Vietnam. All information given in this report is 
written basing on the law and statistics that the authors have collected. Basically, this report is written in the 
form of answering questions made by RCLIP so that it may not convey a comprehensive information about 
the law and practice in Vietnam; thus, the authors are glad to answer any relevant questions so that the 
reader can obtain as much information as possible about the settlement of IP cases in Vietnam. 
 

I/ The role of agencies in handling IP cases 
In Vietnam, most of IP cases are handled by state agencies which include custom office, culture 
management agency, intellectual property management agency, polices etc. Usually administrative agencies 
are entitled to make administrative order to deal with the violation of IP law in case of minor violation. The 
authority of each administrative agency is provided for in Ordinance on the Punishment of Administrative 
Violation.1 In case where the violated activities are so serious that need to be punished by criminal penalty, 
then it will be sent to investigation body to initiate a criminal cases.  
Meanwhile, the court is the only one who deals with IP litigation under judicial procedure. The court will 
handle the cases under civil procedure, criminal procedure.  
In reality, administrative agencies handle more IP cases than those come comes to the courts to be handled 
under judicial procedures. According to the law, the role of administrative authority and court system can be 
seen by examining the function of each branch and its activities involving the handling of IP cases.  
 
1/ Handling IP cases at custom office 
When the owner of legally protected intellectual property rights (IPR) thinks that the imported or exported 
goods infringe their rights, they are entitled to request the custom office to postpone custom procedure for 
import or export of the goods. The person requesting postponement of custom procedure have to submit 
application form attached with evidences proving that they are the right holder of IPR and such imported or 
                     
1 This Ordinance was passed by the Standing Committee of the National Assembly on 
July 02, 2002.  The punishment of administrative activity in each field is provided 
for in further details in Government Decrees.  



exported goods violates their protected rights. The applicants also have to make an advanced payment or 
submit letter of guaranty issued by credit institution or by other agencies doing banking activities to ensure 
remedy for damage and other expenses have been bored by involved party due to illegal postponement of 
custom procedure. After receiving such documents, custom office must examine whether the applicants 
satisfy every conditions for the issuance of postponement order. If the conditions for application of this 
measure are satisfied, director of custom office will make decision on postponement of custom procedure to 
the suspected imports or exports. In case where, it is not sufficient to define that the goods violate IPR, the 
custom office has to continue doing custom procedure for import or export of the goods.  
In addition, the owner of IPR is also enable to ask custom office to apply necessary measures to find out 
faked good and counterfeit…2 Writers and owners of work who are legally protected according the to law of 
Vietnam; individuals and institutions having authority to use such protected work and authorized 
representative of those persons are entitled to request custom office to protect copyrights according to the law. 
Procedure to request custom office to protect copyrights is almost the same as the above mentioned 
procedure.3  
 
2/ Handling IP case by the People’s Committee and its relevant agencies  
Chairman of the People’s Committee of district level and Chairman of People’s Committee of province level 
are entitled to decide an administrative fine for a violation of IPR corresponding to their authority provided 
for in Article 10 of the Government Decree No. 12/1999/ND-CP dated March 06, 1999 on administrative 
fine related to IPR.  
Other administrative agencies also have the right to decide administrative fine regarding to IPR violation 
such as Investigation Department belonging to Ministry of Science and Technology, Investigation Office 
belonging to Provincial Department of Science and Technology, Police, Market Management Agency… If 
one of this agency finds out any violation of IPR while acting its management duty, it will issue an 
administrative fine under its authority or refer the case to relevant agency to make appropriate decision in 
accordance with its authorized power. 
For administrative violations in the field of culture and media, the procedure of making administrative fine 
will be done according to provisions stipulated in Government Decree No. 31/2001/ND-CP dated June 26, 
2001. 
 
3/ Handling IP related cases at the court system 
Up to now, two kinds of IP cases accounted for big number among IP case handled by the court are 
civil cases and criminal cases. The number of cases handled by the court from 1998 up to now is 
62 cases in which the copyright related disputes are accounted for 38 cases, industrial property right 

                     
2 See Inter-ministerial Circular No. 129/2005/TTLT/BTC-BKHCN dated December 29, 2004 
co-issued by Ministry of Finance and Ministry of Science and Technology on the 
application of border controlling measures regarding industrial property rights of 
import or export. 
3 See Inter-ministerial Circular 58/2003/TTLT/BVHTT-BTC dated October 17, 2003 co-
issued by Ministry of Culture and Information and Ministry of Finance guiding the 
protection of copyrights at custom office towards imports and exports. 

 



cases are 20 and technology transfer contributes 4 cases.4 Regarding the criminal cases, IPR 
violation may be convicted under the title of infringement upon copyright (Article 131); 
manufacturing and/or trading in fake goods (Article 156); manufacturing and/or trading in fake 
goods being food, foodstuffs, curative medicines, preventive medicines (Article 157); 
manufacturing and/or trading in fake goods being animal feeds, fertilizers, veterinary drugs, plant 
protection drugs, plant varieties, animal breeds (Article 158); breaching the regulations on the 
granting of industrial property protection deeds (Article 170); and infringement upon intellectual 
property rights(Article 171). 
 
a/ Handling IP cases under civil procedure 
According to provisions of Ordinance on civil procedure promulgated in 1989, most of IP cases are handled 
by provincial court. 43 IP cases out of the 62 IP cases5 mentioned above, which is equivalent to more than 
two third of the total numbers, have been dealt with by provincial courts. However, under the currently 
effective legislation,6 the court in district level will have authority to deal with IP cases related to intellectual 
property rights, technology transfer.7 It may be seen from the statistics that disputes in those matters form the 
main part among all IPR related cases. For disputes between individuals and organizations on IPR and 
technology transfer that relevant parties aim to gain benefit from will be dealt with by the court of provincial 
level.8

The court will settle disputes basing on evidences provided by related parties. The parties have burden of 
proof towards their legal rights and interests.9 During the time of handling IP cases, any related party is able 
to request the court to apply provisional measures to protect their rights and interests from being infringed. 
The court will decide to apply an appropriate provisional measure when all it finds that all conditions for its 
application are satisfied.10

The court will decide the case on the basis of analyzing facts and evidences provided by the parties in order 
to make a grounded decision on the case.11 In case where related parties do not agree with the decision of the 
court in the first instance, they are entitled to appeal to appellate court within 15 days from the time of 
judgment pronouncement. For parties who do not present themselves at the trial, the period for making 
appeal will be counted from the day when judgment is delivered to them or publicized.12

 
b/ Handling IP cases under criminal procedure 

                     
4 See annex I. 
5 All of these 62 cases were handled according to provisions in the Ordinance on civil 
procedure promulgated by the Standing Committee of the National Assembly in 1989. 
6 The Civil Procedure Code of Vietnam has been passed by the National Assembly on 
June 15, 2004 and came into effective on January 01, 2005. 
7 See Article 25 and 33 of the Civil Procedure Code of Vietnam 
8 See Article 29 and 34 of the Civil Procedure Code of Vietnam 
9 See Article 79 of the Civil Procedure Code of Vietnam 
10 See Chapter VIII – Provisional measures of the Criminal Procedure Code of Vietnam 
11 In some case, the court may collect evidence upon the written request made by 
relevant parties. See Article 94 of the Civil Procedure Code of Vietnam. 
12 See Article 245 of the Civil Procedure Code of Vietnam. 

 



For criminal cases, almost cases are initiated by investigation agencies. In case where the investigation 
agency finds that evidence is sufficient to convict the suspected, it will make a report describing the crime, 
the title of crime have been committed etc. and sent this report along with dossier of the case to Public 
Prosecutor Office. The Public Prosecutor Office will check evidences again to see whether these evidences 
have been appropriately collected by the investigation agency and whether they are sufficient to convict the 
suspected of the crime title that have been applied by the investigation agency. If the Public Prosecutor 
Office sees that the suspected has committed crime then it will make a conviction proposal and send the case 
to relevant court. The court will have authority to analyze and check evidences to decide whether that person 
has committed crime and the title of crime that he/she has committed.13

According to the statistics that author have collected, there are 429 criminal cases related to IPR from 2000 to 
2004 as follow: 
 

Title of crime and Article in the Code Year Number of case 
2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 1 

Infringement upon copyright (Article 131) 

2004 0 
Total  1 

2000 117 
2001 38 
2002 16 
2003 21 

Manufacturing and/or trading in fake goods (Article 156) 

2004 7 
Total  299 

2000 56 
2001 11 
2002 10 
2003 29 

Manufacturing and/or trading in fake goods being food, 
foodstuffs, curative medicines, preventive medicines (Article 157)

2004 7 
Total  113 

2000 2 
2001 1 
2002 1 
2003 1 

Manufacturing and/or trading in fake goods being animal feeds, 
fertilizers, veterinary drugs, plant protection drugs, plant varieties, 
animal breeds (Article 158) 

2004 10 
Total  15 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 

Breaching the regulations on the granting of industrial property 
protection deeds (Article 170); and infringement upon intellectual 
property rights (Article 171). 

2004 0 
Total  0 

2000 0 
2001 0 
2002 1 
2003 0 

Infringement upon intellectual property rights (Article 171). 

2004 0 
Total  1 

                     
13 See Article 222 of the Criminal Procedure Code of Vietnam 

 



 
It appears that the number of crimes against intellectual property rights is decreasing year after year, 
especially the crime of manufacturing and/or trading in fake goods provided for in Article 156 of the 
Criminal Code. 
 
c/ Handling IP related cases under administrative procedure 
According to provision of Ordinance on Administrative Procedure,14 related parties are entitled to make an 
application initiating an administrative case in order to protect their legitimate rights and interests.15 If the 
court finds that the requested matter is under its jurisdiction, it will inform the applicant to make an advanced 
payment of court fee within 7 days from the date of receiving the court’s notice. The court will accept the 
application and register the case after receiving the receipt of advanced payment.16 After the court’s 
acceptance of the case, relevant parties are able to request the court to apply provisional measures to protect 
their rights and interests. The court will finally decide the case by hearing allegations and reasoning made by 
relevant parties. In case any party does not agree with decision of the first-instance court, that party is entitled 
to appeal to appellate court for further consideration. 
 
II/ Requirements towards judges and attorneys at law working in the court who handle IP related cases 
According to currently effective legislations in Vietnam, there is no provision of law specifying professional 
requirements to be considered while selecting and appointing judges who are expected to deal with IP cases. 
Generally, the person who is chosen to be a judge must have common knowledge in legal field and 
specialize in particular field of law in which he/she is interested.17  
For the reason that there is no special requirement regarding to the selection and appointment of judge who 
deal with IP cases, thus the judges and attorneys at law who have comprehensive understanding about IP law 
are those who themselves find this field of law attracted. In other cases, they study when they are assigned to 
handle IP cases and their work requires them to understand well the law in order to make appropriate 
decision. This practice illustrates that there is no provision of law to define which judge is entitled to handle 
IP case and which judge is not.  
Realizing the need of improving knowledge of judges and attorneys at law who tend to handle IP cases, the 
Supreme Court of Vietnam have organized many training courses on IP to provide and update them with 
new legislations and method of handling IP cases. It also cooperates with other international organizations to 
organize seminars and training courses for judges. In recent two years, it especially focuses on improving 
knowledge of judges and other court staffs about this field of law. In the year 2004, the Supreme People’s 
Court of Vietnam has cooperated with Thailand’s IP Court to organize a three-week training course in 
Vietnam and Thailand for 25 judges. With support from STAR project, the Supreme Court of Vietnam has 
organized another similar three-week training course for 25 judges of all level. In addition, the Supreme 
                     
14 This Ordinance was originally promulgated in 1996 and revised in 1998. 
15  See Article 1 of the Ordinance on Administrative Procedure 
16 See Article 32 of the Ordinance on Administrative Procedure 
17 For further information about selection and appointment of judge see Ordinance on 
Judge and Juror which was passed by the Standing Committee of the National Assembly 
on October 04, 2002. 

 



People’s Court of Vietnam always sends its judges to participate in seminars and short training courses held 
by other agencies to obtain knowledge and experience in dealing with IP cases. Though the Supreme 
People’s Court has made its best effort in providing judges with IP related knowledge, the length and content 
of training course is restricted that limits information provided to the judges.  
The situation of enriching court’s staffs with IP information is similar to that of the judge. Those staffs 
involving in IP case settlement like many other court staffs are selected with the same criteria and 
professional requirements. There is no special requirement for those who are supposed to work in the field of 
intellectual property. Though they are taught at school of law and in short training courses about IP but their 
perceived knowledge is not enough to deal with complex and very practical cases. When they work in the 
court they continue to study to learn more as an interest or as a requirement of their work. The lack of regular 
training programs in this field results in the lack of updated information given to them. 
Although it has to face many difficulties, the Supreme People’s Court still continue to focus on training judge 
and other court staffs about legal and practical information related to the handle of IP case at the court. 
 
III/ Method of analyzing damage in IP cases 
Up to now we do not found any specific legislation regarding to the assessment of damage in IP cases except 
for a general provisions stipulated in the 1995 Civil Code. Article 610 of this Code provided that “damage 
must be paid in full”. In practice, we see that all of the judgment we have collected do not deal with matter of 
compensation for the reason that they have made an outside-court agreement or withdrawal of petition 
related to this matter.18

The draft of IP code which was just passed by the National Assembly,19 however, has a provision on the 
principle of determining damages in case of IP violation.  
 
IV/ Jurisdiction of court to evaluate the validity of IP right 
According to provisions stipulated in articles 25, 29, 33 and 34 of the Civil Procedure Code, the court at 
district level and provincial courts all have authority to decide the validity of IP right. 
According to point a of clause 1 and clause 3 of Article 33 and clause 4 of Article 25 of the Civil Procedure 
Code, the district court is empowered to handle cases related to intellectual property rights and technology 
transfer that parties do not aim to gain profit or they are not foreign residents or the court does not have to 
judicially entrust Vietnam’s Consulate abroad or foreign courts to do judicial work. 
According to point a of clause 1 of Article 34 of the Civil Procedure Code, provincial courts have authority 
to handle cases of intellectual property rights and technology transfer that: 
- the related parties aim to gain profit; or 
- the related parties live abroad; or 
- it is needed to judicially entrust Vietnam’s consulate or foreign courts. 

                     
18 The authors are trying to look for a judgment that clearly presents method of 
assessing damage. 
19  This legislation is not publicly announced thus we do not present here the 
provision of law. We will provide you when it officially published in Official 
Gazette.  

 



 
V/ Method of define the similarity between two trademarks in IP case 
There is no currently effective legislation specifying method of defining similarity between trademarks. 
However, at paragraph 21.3 of the Rules on examination of trademark No. 191/QCXN dated April 06, 1994 
issued by National Office of Intellectual Property, there is a provision guiding to judge the similarity between 
two trademarks such as “identical in good and similar in noticeable elements” or “similar in good and 
identical in noticeable elements”. Annex 5 of this Rules provides in details about method and criteria to judge 
the similarity between trademarks in some of specific cases such as similarity in the form of letters, figures or 
combination (combination of words and figures)… In case where there exists similarity in combination of 
words; pronunciation; meaning of word, then it will be considered as similarity even they are presented in 
different manners 
For example: The dispute between Hoai Nam Ltd. Co. and Mr. Nguyen Huu Lam on trademark. 
In judgment No. 181 dated 21-11-2001, the appellate court of the Supreme People’s Court found that Mr. 
Lam violated the rights of the holder of trademark “Phu Dong” when he used protected trademark “Phu 
Dong Thien Vuong” which is belong to Hoai Nam Ltd. Co. The court said that: “Phu Dong” and “Phu 
Dong Thien Vuong” are different in number of combined words but the content and its meaning easily 
causes the customer think that both are the same; thus it must be considered to be confusing similarity. In this 
case, we can see that both trademarks refer to a mythical figure that is “Thanh Giong”; thus, it is obviously 
similar to each other.  
 
VI/ Improvement that the court has made regarding to protection of intellectual property rights 
In practice, the Supreme People’s Court of Vietnam usually issues normative documents explaining 
provisions of law so that they can be applied uniformly law throughout the court system. The Supreme 
People’s Court has cooperated with other relevant agencies to issue an Inter-ministerial Circular No. 
01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT dated December 05, 2001 on the application of some provisions 
of the 1995 Civil Code in handling copyright disputes at the court. In addition, it also issues other guiding 
documents (not normative documents) regarding the handle of particular kind of cases.  
 
VII/ Attentive matters that need concerns by Japanese persons and companies when they participate in 
judicial process as related parties in the court of Vietnam 
Because the court staffs may not perceive all aspects of law related to intellectual property rights; thus they 
should well prepared with relevant legislations and sufficient evidence. They might get support from Law 
Office working in the field of IP.  

 

 



 

Annex I 

 

I/ IP cases came to district courts 

 
Year Disputes on 

copyrights 
Disputes on 
contract for 
the use of 

work 

Dispute on 
industrial 
property 
rights 

Dispute on 
contract of 
technology 
transfer 

1998 0 1 1 1 
1999 4 0 0 0 
2000 2 0 2 0 
2001 0 0 0 0 
2002 1 0 0 1 
2003 1 0 0 2 
2004 3 0 0 0 
Total 11 1 3 4 

 

 

II/ IP cases came to provincial courts 

 
Year Disputes on 

copyrights 
Disputes on 
contract for 
the use of 

work 

Dispute on 
industrial 
property 
rights 

Dispute on 
contract of 
technology 
transfer 

1998 2 2 5 0 
1999 1 3 3 0 
2000 4 1 4 0 
2001 2 0 2 0 
2002 1 1 1 0 
2003 5 2 0 0 
2004 0 2 2 0 
Total 15 11 17 0 

 

Note: (The statistics collected in these table are classified according to provisions of the 1995 Civil Code of 
Vietnam) 

 



 

訪越報告書 

 

期 間    ：2005年 11月 1日～同 3日（成田 10月 31日発、同 11月 4日着） 
訪越メンバー： 

 五味飛鳥：弁理士 早稲田大学法学研究科 博士後期課程（WG委員） 
 張 睿暎：早稲田大学法学研究科 博士後期課程・文部科学省国費留学生（WG委員） 
 今村哲也：早稲田大学法学研究科 博士後期課程・客員研究助手（WG委員） 

目 的    ：①ヴェトナム裁判所における知財紛争処理の動向調査 

     ②知財データベースへの判例登載に関する人民最高裁への協力要請 

訪 問 先    ：①JICA法整備プロジェクト事務所 
     ②弁護士事務所＋ヴェトナム著作権局 

     ③JETROヴェトナム事務所 
     ④NOIP（ヴェトナム知的財産局） 
     ⑤SPC（ヴェトナム最高裁判所） 
 

 

① JICA法整備プロジェクト事務所 

 

日 時   ：2005年 11月 1日（火）10:30～12:00 
場 所   ：JICA Legal Cooperation Project Office #502 North Star Building, 
相手側：Mr. Taro MORINAGA（森永太郎氏）JICAヴェトナム法整備支援プロジェクト
事務所チーフアドバイザー 
 
 ヴェトナムの法整備に協力している JICA法整備プロジェクト事務所を訪ね、同所プロ
ジェクト・リーダーの森永太郎氏と面会。ヴェトナムの法環境について、その概要の説

明を受ける。特に、ヴェトナムにおける「裁判例」に位置付けについて、これがデリケ

ートな問題を含むので取り扱いには注意を要する旨、助言を得る。 

 詳細は、次の通り。 

 

□知財を巡る動向について 

 ヴェトナムにおいては、'90年代半ばに成立した民法に、知財に関する規定が盛り込まれ
た。一昨年には、党の政策として、WTOへの加盟等を睨み知財法を民法から独立させる決
断がされた。 

 民法から知財法を独立させる際の、ヴェトナム特有の議論として、知財に関する規定を

民法に残すかという議論があったが、議論の結果基幹規定のみ民法に残すことになり、本

年 6月に新民法成立した。 
 現在、新知財法の成立に向けて国会で議論が行われている。 

 なお、ヴェトナムは社会主義国であるため、知財は私の権利ではなく、国の権利である

という意識が強く残っている部分がある。薬剤に関する発明の独占などについては、この

視点から、より慎重な議論が行われている。また、例えば、現状において市場に流通する

音楽製品の９割以上が海賊版といわれており、これを規制すると、国民から音楽を奪う結

果にも繋がりかねず、私権としての知財とその公共性の調整が、議論の焦点となっている。 

 



 

□ヴェトナムにおける司法の動向 

 ヴェトナムの司法権は、国会に帰属しており、裁判所は国会に代わってこの権限を行使

している。また、従来は、検察院（所謂国家監督官。日本の検察と違う）が司法監察を行

っており、裁判所はその監督に服していた。また、ヴェトナムは戦争が長く続いた等の事

情があるため裁判官の養成が間に合わず、従来は急場しのぎで地元の名士を裁判官に登用

したというようなこともあったため、司法の地位は、国家組織の中で決して高いものでは

なかった（信頼も低かった）。 

 しかし、裁判官の教育体制（Court School，司法学院）が整うなど、裁判官に対する信頼
も徐々に高まってきたため、本年行われた民訴法の改正などにより、一部管轄に変更がさ

れ、また、検察院の監督下から裁判所が脱するに至っている。 

 

□判例の公開について 

 ヴェトナムの判例に法源的地位はない。また、一般的に、判例は公開されていない（法

源性がないので、その必要もない）。 

 しかし、党の方針として、今後準
．
法源的地位を認める予定となっている（但し、英米に

おける判例の地位とは全く異なる）。従って、今後は、判例を公開することが必要になる。

この方針を受けて、先ずは判例を公開することに馴れる
．．．

ために、STAR Project（米）の協
力を得て、最高裁は、昨年、監督審の判例をまとめて冊子にして公開した（この冊子の中

に、知財判例は一件のみ登載されている）。また、公開への準備の一環として、JICA法制
整備プロジェクトの支援により、現在一審の書式を整備中である。 

 なお、判例が公開されていない理由は、公的には「そもそも法源的地位を有しないので

公開の必要がない」というもののようであるが、本音は、裁判官の質ひいては判決の質が

悪く、公開に耐えない（国民及び外国の批判に耐えない）という理由が大きいようである。

従って、裁判所には、これを完全に公開することには心理的抵抗
．．．．．

があるものと推察される。 

 

 

②弁護士事務所＋ヴェトナム著作権局 

 

日 時   ：2005年 11月 2日（火）10:00～12:00 
場 所   ：HANOI Melia Hotel 20F 会議室 
相手側：Mr. Do Khac Cien氏 ヴェトナム著作権局 Deputy Director General 
    Mr. Nguyen Tran Tuyen氏 Indochina Law Firm 弁護士 

 

 本会合は、ヴェトナム弁護士 Tuyen 氏より、著作権局の Chien 氏の紹介を得て実現し
たもの。もともと、Tuyen 氏の事務所に伺う予定であったが、先方から我々の宿泊先に
お越し頂くことになった。 

 Tuyen 氏からは、ヴェトナムにおける知的財産権の紛争処理システムの概要について
ご説明を頂き、その後、同国における知財制度の問題点等につき、Chien 氏よりご見解
を得た。 

 

 Chien氏は次のように述べて、我々の活動に期待を示された。 
 知財 DB のように判例を集めて翻訳・公開するシステムは、ヴェトナムでは統計も経
験も予算もないので、今までない。ほとんど地方で裁判されるので、それを集めるのが

困難という事情もあって、研究資料で使うためには事件を自分で調べるしかないのが実



 

情である。従って、DB で判例が公開され、その内容が明らかになることは、ヴェトナ
ムにとっても非常に良いことである。知財紛争についてヴェトナムは経験が少ない。紛

争の解決に裁判が利用されない理由の一つは、裁判官には正確な判断ができないと権利

者が心配している点にある。地方裁判所の裁判官も、知識や経験がないので判決出すの

が難しいと述べている。このような情況の是正のために、知財 DBに関する RCLIPの活
動には大いに期待している 

 DB プロジェクトには非常に共感しており、ぜひ一緒にやり対と思っている。しかし
簡単ではない。判例を集めることは集めること自体は可能だが、しかしそれを英語にど

う訳すのが大変である。予算の問題もある。判決の位置づけや評価も入れないといけな

いが、そのためにはやはり知財に関する知識も要る。DB にのる判例はどんな問題があ
るかということも、併せて提供しなければならない。私は全面的に協力します。 

 会合の詳細は、次の通り。 

 

□行政的解決の概要 

 ヴェトナムで保護されている知財の権利者はその侵害の事実を見つけた場合には、NOIP
に行って、その行為が実際侵害なのかを調べてもらう。侵害が確認された場合は、次の５

つのエンフォースメント機関に行政的措置を求めることができる。（a）市場管理機関、（b）
科学技術機関、（c）警察、（d）税関、（e）地方政府（人民会議）。著作権の場合も同様
である。 

 NOIP に行かずに直接上記エンフォースメント機関に行政的措置を求めることもできる
が、実際にはエンフォースメント機関は侵害判断ができないので、具体的なエンフォース

には NOIP の判断をまたなければならない。従って、まず NOIP に行くの方が、実効性が
ある。 

 NOIPの調査によって侵害が認められれば、エンフォースメント機関による行政的措置と
して、罰金または警告、期限付き営業禁止を受ける。場合によっては侵害品が没収され、

一部侵害の場合は、その一部を剥ぎ取ったりもする。罰金の最高額は 2億ドン（200万円）
だが、今まででは 1億ドンが最高額である。 
 一度侵害して行政的措置を受けたのに、再び侵害した場合には、刑事罰を受けることに

なる。この場合、上記エンフォースメント機関が警察（公安）に事件を送致する。権利者

が公安に直接告訴することもできる。 

 一般に、権利者は速い解決求めるのでほとんどの場合に行政的解決を求める。刑事に持

っていってもお金かかるし、時間かかるからである。また、本来的には民事的手続に拠る

方が良いのであるが、時間と費用の点で、権利者はあまりこの手段を選ばない。なお、裁

判に時間がかかるのは、一般的な事情であるが、IP関係の事件は、専門家が少ないため、
特に時間かかるという事情がある。 

 

□行政的解決のデメリット 

 行政的解決にはデメリットもある。例えば、行政解決の場合は権利者に対し、なんの賠

償も認められない点で大きな問題がある。 

 また、NOIPや著作権局の侵害判断が間違った場合に、誰が責任を取るか問題が存在して
いる。NOIPの判断が間違ったと NOIPが裁判に訴えられたこともある。 
 

□司法的解決の概要 

 司法的解決には、（a）民事的解決と（b）刑事的解決がある。 
 民事的解決の場合、判決の執行は、執行委員会により行われる。執行委員会は、司法省

傘下の行政機関である。権利者から申請があれば、委員会は必ず判決を執行しなければな



 

らない。執行機関だから判決内容の是非を再度判断することはない。しかし「現段階では

実行できない」という意見は、権利者に対して出すことができる。 

 現状、裁判所に直接持っていくケースは少ない。判決のレベルが高くないことなどに拠

る（4 年戦って最高裁まで行ったのに、結局判決内容が良く分からないというケースもあ
る）。質が低いのは、IP専門の裁判官がないという理由もある。 
 なお、法律上、裁判官は、実務家や学者を招聘し、事件の解決にあたって意見を述べさ

せる評議会を設置することができる。しかし、裁判官が実際に、この評議会を利用するこ

とはない。利用されていない理由は、（a）裁判官が IPを分かってない、（b）評議会の設
置及び評議を得るのに時間や費用がかかる、（c）どんな専門家を呼んでいいか分からない、
という点にある。 

 （Chien 氏の意見としては）これからは裁判所の組織も改革しなければならない。IP 専
門の特別裁判所の設置も検討されるべきであると思うが、この問題は学者たちの間で議論

されている程度で、政府ではまだ議論されていない。しかし、少なくとも、ホーチミンな

ど大きな都市にには、合議体に IPに詳しい裁判官を入れるべきだと個人的には考える。 
 

□弁護士の役割 

 ヴェトナム弁護士は行政・民事・刑事全部扱う。全国 3,000人くらい（タイは 24,000人）。
2010年までは 1万人まで増やしたいという政府の希望。3,000人の中に IP専門の弁護士は
ほとんどいない。IP権利者のための代理人（顧問←弁理士?）は 100人くらいいる（訴訟は
できない、IPトレーニングして NOIPなどで証明書をもらう、試験受けなければならない）。 
 

 

③JETROヴェトナム事務所 

 

日 時   ：2005年 11月 2日（木）14:00～15:00 
場 所   ：JETROハノイセンター 応接室 
相手側：Mr. Yuichi Bamba（馬場雄一氏）DIRECTOR, JETROハノイセンター 

 

 ジェトロハノイセンターを訪問し、馬場雄一氏から、在越日系企業を巡る法環境やヴ

ェトナム市民の知財意識などについて、お話しを伺った。 

 

□日系企業からみたヴェトナムの法環境の問題点 

 とにかく、（知財法に限らず一般論として）法の執行に問題がある。システムがあって

も、それが有効に動いていない。それが、予算の問題なのか、マンパワーの問題なのか、

それ以外の問題なのかは必ずしも明らかではないが。 

 商業的にはホーチミン市を中心とする南部の方が発展しているので、知財に関しても特

に南部において問題がある。日系企業にはメーカーが多く、ヴェトナムに現地法人を設立

し、製造した製品を直接日本に輸出してしまうため、現状においてはあまり知財の侵害と

いう問題は生じていない。しかし、ヴェトナムが日系企業にとって「市場」になる場合、

この問題は大きくなるであろう。また、現在のところヴェトナムの工場には十分な技術力

がないので日本企業からの請負生産を行っているという例はないようであるが、技術力が

上がった場合には、営業秘密の流出というような問題も生じ得る。営業秘密に関しては、

例えば或る国営企業と或る日系企業がジョイント・ベンチャー（JV）を設立した後、当該
日系企業のコンペティターが、同一の国営企業と新たな JVを設立するというようなことが



 

ある。厳密に言うと、この場合の営業秘密の管理には、問題があろう。 

 現状においては、バイクの模倣品問題がひどく（便器や調味料なども）、Top Brandが狙
われやすい情況である。 

 なお、国営企業が中国などから流出した金型で模倣品を作っているという様なこともあ

る（しかも、その模倣品は国家予算で製造しているものであるため、差し押さえができな

い）。 

 

□ヴェトナム市民の知財意識 

 基本的には、知財システムは先進国が設けた「非関税障壁」という意識である。 

 しかし、市場の成熟と共に、自らが被侵害者となるケースもでてきており、徐々に意識

が高まっているように思われる。 

 

 

④NOIP（ヴェトナム知的財産局） 

 

日 時   ：2005年 11月 3日（木）10:00～12:00 
場 所   ：国家知的財産局（National Office of Intellectual Property of Vietnam）2Ｆ会議室 
相手側：Mr. MAY VAN SON Deputy Director, International Cooperation Division, NOIP 

Mr. LE HUY ANH Patent Examiner, NOIP 
Ms. TAO THI THU NGA Official, Enforcement & Appeal Division, NOIP 
Mr. MIBU Yoshiaki（壬生吉秋氏） Chief Advisor, NOIP（特許庁より出向）  

 

 NOIP側、早稲田側の挨拶、メンバー紹介、訪問目的の説明に引き続き、質疑応答を行っ
た。詳細は下記の通り。 

 

□ヴェトナム知的財産法の概略 

ヴェトナムでは、1995年に知的財産に関する規定が「民法」に盛り込まれた。知的財産
に関する法令等については、スイスとの共同プロジェクトで作成した「Legal Documents of 
Vietnam on Intellectual Property」に、その大部分が所収されている。最近発効した法令等と
しては、2003 年 11 月の意匠に関する通達（No.29/2003TT-BKHCN）、特許に関する通達
（No.30/2003TT-BKHCN）が、出願人の負担を軽減し、制度を国際標準に近づけるために
発効している（これらについては、完全ではないが英文訳もあるため、後ほどメールで送

っていただけることになった）。 

知的財産に関する基幹規程は民法にあるが、現在、これらの民法からの独立を内容とし

た知的財産法の草案が、ヴェトナム人民会議において審議されている。早ければ 2005年の
11月 19日に国会を通過する可能性があり、本日も NOIP上層部が国会に出向いている。 
 

□知財の管理とエンフォースメント 

（１）管理システム： 

国家機関としては、（a）科学技術省（Ministry of Science and Technology : MoST）傘下の
国家知的財産局（National Office of Intellectual Property: NOIP）と、（b）文化情報省（Ministry 
of Culture and Information: MoCI）傘下の国家著作権保護局（National Office for Copyright 
Protection: NOCP又は Copyright Office of Vietnam: COV）がある。 

2003年に工業所有権局が知的財産権局と改称したが、役割や機能は変わっていない（英



 

語の略称 NOIPも変わらず）。64県からなる地方には、知的財産に関する各々の県の下部
組織としての管理組織である科学技術省、文化情報省がある。これらは国家機関とは独立

したものであるが、NOIPや COVはこうしたヴェトナム各地の管理局とも関係を保ちなが
ら活動しており、ホーチミン、ダナンには特に拠点を置いている。 

（２）エンフォースメント機関： 

（a）市場管理局：全国的な組織であり、6000人から 7000人の人員を擁する。国内の知的
財産権のエンフォースメントを担っており、最も積極的に活動している。 

（b）公安（警察） 
（c）関税局（税関）：国境における侵害品の取締り 
（d）科学技術省の特別調査員、文化情報省の特別調査員（以上の（a）から（d）は行政手

続） 

（e）人民裁判所：民事・刑事に関する司法手続 
 

□国際関係 

WTO 加盟のための取り組みを進めており、各国とさまざまな方面での協力を進めてい
く方針を有している。WIPOや EUとの協力があり、また、ASEANの構成員としての役割
があり、また、APECにも加盟している。 
日本との協力もあり、とりわけ日本の特許庁から壬生氏、鈴木氏などが派遣されている

JICAのプロジェクトは、現在フェーズⅡに突入しているが、その成果は高く評価している。
さまざまな協力を得て、NOIP全体の知財管理システムの状況は向上してきた。スイスとの
間でも、2001年から協力を得ており、知財関連の法令をまとめた本をその援助で作成した。
その他、フランス、アメリカ、オーストラリア、タイ等との個別的な共同プロジェクトが

ある。 

なお、ヴェトナムは、PCT（1993年加盟）、パリ条約ストックホルム改正（1949年加盟）、
マドリット協定（1949年加盟）、WIPO設立条約（1976年加盟）、ベルヌ条約（2004年加
盟）に加盟している。 

 

□NOIPにおける出願等の状況 
出願件数が増加してきており、未処理の案件も多い。とりわけ、商標の出願の増加が著

しい。昨年度の統計では、NOIP に出願された商標は、12,000 件程度ある（2003 年度の統
計で 12,218件。なお、現在、マドリッドプロトコル加入への取組みを進めている）。 
意匠出願は年間 1,000件程度（但し、2003年度は 680件と少ない）、特許出願は年間 1,100

件から 1,300件程度。これらは一般的には増加する傾向にあるが、大部分は PCT経由でヴ
ェトナム非居住者から出願されたものである。 

「トレードシークレット、地理的表示、商号に関する産業財産権の保護および産業財産

権に係る不公正競争に対する権利の保護に関する政令」（Decree No.54/2000/ND-CP on 
October 3,2000）による地理的表示の登録は 4件しかない（コニャック等）。地理的表示を
登録できるのは、個人の集団や組織（地域）のみであり、個人や法人は登録できない。 

 

□エンフォースメント 

（１）エンフォースメントについて 

Ms. Tao Thi Thu Nga氏は、NOIPの Enforcement & Appeal Divisionにおいて、知的財産紛
争に関する判断を行う業務を担当しているため、関連する事実について説明を受けた。 

ヴェトナムでは、民事・刑事に関する司法措置、行政措置や国境措置が存在するが、司

法措置よりも、行政措置が圧倒的に多く実施されている。司法的措置は、年２、３件にす

ぎない。なお、司法的措置は、民事事件については、地方人民裁判所、刑事事件について



 

は、地区人民裁判所において審理される（それぞれ第一審として）。行政措置は、Counterfeit 
goods や Fake goods に対して実施されている。ヴェトナム人も外国人も行政措置の方を取
りたがっている。 

 ヴェトナムは WTO 加盟のために、知的財産権のエンフォースメントについて関心を払
っている。エンフォースメントに関わる人材の教育・啓蒙活動を実施したり、研修やセミ

ナーも開いて、外国の経験を学ぼうとしている。 

（２）NOIPによるエンフォースメント活動 
 NOIPは、エンフォースメントに関する手続きや罰則等の文書を作成する他、税関や裁判
所とも協力している。また、行政措置に関するエンフォースメントのための侵害判断に関

するコンサルティングも実施し、知的財産関係の調査・審査も行うなど、紛争解決にも直

接かかわっている（日本における「判定」の制度に類似したもの）。NOIPによる侵害判断
は、2003年 326件（特許・実用新案 23件、意匠 43件、商標 260件）であり、個人の権利
者の申立によるものと、行政措置の実施機関から依頼されたものとがある。NOIPは、申立
や依頼があった場合にのみ依頼があった場合のみ侵害判断の調査を実施するため、紛争に

対して直接関わるわけではない。また、侵害を判断した事案に対して、懲罰等を執行する

わけでもない。また、侵害の有無を審査するのみで、誰が侵害したかについては判断をせ

ず、それば別の実施機関が判断する。NOIPは判決を下すわけではなく、その侵害判断に関
する意見はあくまで参考資料として使われる。なお、このようなコンサルティングを実施

する取りまとめ組織として 127チーム（127委員会）もある。 
NOIP の侵害判断や・調査内容・意見に関する資料は、原則として申請者や依頼した機

関に対してのみ公開している。申請者や依頼した機関が、それらの資料を公開することは

できる。 

 NOIPでは、登録と侵害判断を行う担当官は別であり、別部門に属している。また、日本
のような審査官から審判官というようなキャリアシステムがあるわけではない。なお、審

判官は別途存在する。 

NOIP の侵害判断については、法律においてその公開の可否が定められていない。申立
人において、NOIPが間違った侵害判断をしたと考える場合、まず NOIPにクレームをする
場合もあるが、科学技術大臣に対してクレームをする場合や、直接裁判所にクレームされ

る場合もある。 

ヴェトナムでは、日本と異なり、法律において公開義務について定められているのは、

公開公報と登録公報についてのみであり、その他については公開の義務の定めがないため、

公開をしていない。 

 なお、これら NOIP の実施する手続きに関する CIRCULUR として、CIRCULAR 
No.825/2000TT-BKHCNMTがある。 
 

 

⑤SPC（ヴェトナム最高裁判所） 

 

日 時   ：2005年 11月 3日（木）14:00～15:00 
場 所   ：ヴェトナム最高裁判所（The Supreme People’s Court）４Ｆ 会議室 
相手側：Mr. NGO CUONG Deputy Director of the Institute for Judicial Science National 

Project, Coordinator of the Legal Reform Project 
Mr. TRAN NGOC THANH COI 

オブザーバ：Mr. Takafumi KOKUBU（國分隆文氏）Legal Expert of JICA, 日本国裁判官 



 

 まず早稲田側から、今回の訪越の目的（①ヴェトナム裁判所における知財紛争処理の

動向調査、及び、②知財データベースへの判例登載に関する人民最高裁への協力要請）

を説明し、これらの点について、改めて口頭で協力を要請する。 

  これに対するヴェトナム最高裁判事 Ngo Cuong氏の発言の要旨は次の通り。 
 知的財産権に関する判例は少ない。また、判例の収集システムができていない。従っ

て、現状において早稲田側の提案の通りに実施することは難しい。國分氏が JICAのプロ
ジェクトで携わっている判決文の標準化プロジェクトを進めている段階。また、ヴェト

ナム全国には、64箇所の地方裁判所があり、各県の裁判所でも知的財産権の事案は扱わ
れているが、それらの記録は全部手書きであり、また、全国的な統計は未だない状況で

ある。 

 しかし、判例の提供ができないわけではなく、何らかの形で協力したい。全国的な判

例の集積システムがないため、現段階で、年間何件提供して欲しいという要求があった

としても、組織的かつ公式のものとして、その件数の判例を提供することは困難と思わ

れるが、非公式なものとして、個々の判例を収集し選択して提供することは可能である。 

 したがって、現在では、非公式的に提供できる分だけ協力することとしたい。また、

今後、正確な収集統計制度が完成したときには、組織的かつ公式的な協力できるかもし

れない。 

 これに対して早稲田側は次の通り応答。 

 DB プロジェクトは持続的に実施するものであり、今回は SPC の方とつながりができ
ただけでも成果だと思っており、今後、センター長である高林教授の訪問も進めたいと

考えていること、また、判例については、1 件でも 2 件でも Cuong 氏に選択していただ
き、登載を開始することに意味がある。このプロジェクトは日本政府でも評価されて予

算が継続される見込みであり、WIPOのプロジェクトとも協力する予定で、今後 SPCと
の協力関係は持続していきたい。 

 これに対して、CUONG 氏は、判例について、収集可能なものを収集して送ること、
また、把握している件数が正確でなくても理解していただきたいという回答をいただい

た。予算的な問題ではなく、現状では、お金があっても解決できないというヴェトナム

の事情を理解して欲しいが、すぐにこのプロジェクトを展開できるように努力する旨の

コメントをいただいた。 

 特許庁研究事業のアンケート調査依頼に対しては、12月 1日までに回答をいただける
了解をいただいた。不明な点は、追ってメールで問い合わせて欲しいとのこと。 

以上 
 
 

 

 

ヴェトナム人民最高裁判所の 
正面玄関前で 
Cuong最高裁判事（中央）を囲んで



 

(2) Souvanee Sei-nhee v. Seksan Watanapom et al., No. 81-82/2538(1995), J.S.C., January 10, 
2538 (1995). 
 被告は、登録商標「SPS」（1987年にパンツについて登録）を有する原告と取引をし
ていたが、取引関係が終了後に、被告商標「SPS」（縦に記載されており、一部文字が重
なっている）（1985年登録）を登録した場合において、両商標は異なる部分はあるもの
の、称呼が同一であることから、両商標が同じ類型の商品に用いられた場合、需要者に

混同を生じるため、自己の利益のため原告商標を使用することにより、誠実に行動して

いないとして、被告は被告商標の正当な権利者であるとは認められないとした事例  
(3) Chaco Paper Co. Ltd. et al. v. Somchai Jirawattanachai, No.5269/2542 (1999), J.S.C., August 
18, 2542 (1999). 
原告らは、日本語のアルファベットから構成される「 」、「 」の商

標を使用しており（商標は未登録）、一方、被告の商標である「 」、「 」

は日本語の文字と装飾的な枠組みから構成されていた。原告らおよび被告により使用さ

れた日本語のアルファベットは、重要な部分では同じであるが、最初のアルファベット

が「 」であるのか、「 」であるかの相違があった。最高裁判所は、これらの商標は

非常に類似しており、これらが使用された商品は出所が同一であると誤って導く程度に

酷似しているとし、この混同は、原告らと被告が商標を使用する商品が同じであること

からも明白であるとしている。 
(4) Takasago Korio Koyeo Kabushiki Kaisha v. Chinta Trading (1971) Pharmaceutical 
Manufacturer Co, Ltd., J.S.C., No.6121/2544(2001), August 3, 2544(2001).  
被告は原告の商標登録出願に対して、同一の類型の商品に関してすでに登録していた

商標と同一又は類似であるとして異議申立した結果、登録官は原告の出願を拒絶した。

原告は、原告自身は商標委員会に対して不服申立をしたが棄却されたので、IP＆IT裁判
所に提訴した。原告の商標は、三つの三角形から成り、長方形の下に二つの正方形が並

んでいる図形である（下記※１参照）。原告は、意図的に Tの字の隙間を作ったが、こ
れは TAKASAGOという原告の企業名を反映させたものである。 
一方、被告の商標は、同じ大きさの正方形四つから構成された図形である（下記※２

参照）。上に二つ、下に二つの四角があり、それぞれの正方形の間には日本の直線があ

り、直角に上下左右を分けている。原告の商標と被告の商標は共に四角い。それぞれの

四角の数とその四角と四角の間には隙間がある。裁判所は、被告の商標は、多くの場合

「CHINTA」という言葉と組み合わせて使用されており、顧客もときには被告の商品で
ある薬品をチンターと呼んでいることから二つの商標は同一又は類似ではないこと、ま

た、このことから一般的には両者の識別が困難ではなく、さらに双方の顧客も異なるグ

ループであることから、公衆の誤認混同を生じることはないとされた。そして、原告は、

被告よりも前に自己の商標を使用するとともに、商標自体は国内外において登録してい

たため、被告の商標の模倣ではないこと（校閲者註：good faithの認定に関わる問題であ
る）も認めた。結論として、原告の商標と被告の商標とは、二つとも四角であるという

ことで共通しているが、原告の商標は被告の登録商標とは同一又は類似ではなく、商標

権者の出所について誤認と混同を生じる物ではないと判断した。 

 



 

２－５ タイ 
 
（１）調査報告書 
 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程・客員研究助手 今村哲也 
 
①知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担

  
  タイでは、知的財産権侵害を主に司法裁判所の刑事訴訟として解決する実務が定着して
いる。その背景には、幾つかの制度的要因もある。たとえば、刑事手続においては私人訴

追が可能であり、私人が検察官と共に共同訴追者になることもできる。また、タイの著作

権法には、判決に基づき刑事罰として科される罰金額の 50％を、権利者の申請により還付
する制度もある1（なお、この制度については、法改正により廃止すべきとの議論もある）。

しかし、より根本的な問題として、貧しい人々が生活のためにした事件が多いため、民事

訴訟による賠償請求の制度がうまく機能しないということもある。 
もっとも、知的財産権事件における刑事司法の偏重は、こうした制度的な要因とは別の

ところにもある。刑事手続を活用した権利執行を推奨するという、タイの商務省知的財産

権局（DIP）による近時の政策があったのだという。DIPは、ここ数年の間、知的財産権事
件について、刑事手続を用いて解決するという方法を積極的にプロモートした。その一つ

の成果ともいえようか、中央知的財産国際貿易裁判所（Central Intellectual Property and 
International Trade Court：以下、IP＆IT裁判所とする）に係属した知的財産権訴訟における
刑事訴訟の割合は、当裁判所の創立以来、95％以上で推移している。 
もちろん、行政機関にも知的財産関連の紛争処理に関する部署は存在する。タイ警察は、

知的財産権の侵害も専門に扱う、経済犯罪調査部（Economic Crime Investigation Division：
ECID）を設立している。知的財産権を侵害された場合、ECIDに告発することができる。
ECIDの通知は、取調に基づいて事案が訴訟に耐えうると判断した場合、検察官に事件を
移送する。検察庁も知的財産権国際貿易部と呼ばれる特殊な部門を有しており、この部門

の検察官は、警察により実施された捜査記録を審査し、訴訟を確実にするための証拠が必

要な場合には、さらに警察を指揮することができる。検察官は、これらの証拠に基づいて

被疑者を起訴するかどうかを判断する。権利者は権利侵害を発見した場合、警察に告発す

る他、DIPの知的財産権侵害抑止調整センター（Centre for Coordination of Deterrence Against 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 タイ著作権法 76条は「判決に従って支払われる罰金の半分は、著作権者又は実演家の権利の所有者に引き
渡される。ただし、著作権者又は実演家の権利の所有者が受け取った罰金の額を超える額の民事上の損害賠償

のために訴訟を提起する著作権者又は実演家の権利の所有者の権利は、害されない」と規定する（大山幸房ほ

か訳『外国著作権法令集成（アジア・太平洋編）』（著作権情報センター、1997年 9月））。この罰金の引
き渡しは、民事上の請求ではないため、いったん全額が裁判所に支払われた後に、権利者が裁判所に対して申

請することにより権利者に対して還付されるのであり、権利者から侵害者に対して直接請求することができる

わけではない。なお、刑事上の制裁と民事上の救済とは別個のものであるとされており、たとえ刑事上の制裁

として納めさせた罰金額の半額の還付を裁判所から受けた場合でも、民事訴訟において損害賠償を求めること

はでき、二重訴訟にはあたらないという。刑事事件で没収した額の半額を被害者に還元する制度は、タイの法

制度においても著作権だけの特殊な制度である。知的財産関連の他の法律にもないし、他の法分野にもないそ

うである（最高裁判所のSuwat Vattanahathai判事（知的財産部門裁判長）らへのインタビューによる）。 

 



 

Intellectual Property Violation）に対して告発するというルートがある。 
行政機関の役割としては、中国のようにそれ自体で終局的な紛争処理の役割を果たして

いるというよりは、日本の刑事手続きにおいて警察および検察が果たしている役割と等し

いと思われる。 
 
 
②司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度

 
知的財産関連事件について専属管轄を有するIP＆IT裁判所には、2006年 2月現在、29
人の職業裁判官と 127人の補助裁判官（associate judge）がいる2。いずれの資格も知財と

国際貿易の問題について十分な知識を有していることが法律上義務づけられている。タ

イの最高裁にも高度な専門性を有する知的財産部門がある。 
 

(1) IP＆IT裁判所 
裁判官ないし職業裁判官は、司法公務員法に基づく司法公務員から、国王により任命

され、知的財産及び国際取引問題についての十分な知識を有していなければならない。

補助裁判官も、職業裁判官と同様に、司法公務員法に基づく司法公務員委員会により選

ばれた、知的財産及び国際取引問題について堪能な者について、国王が任命するものと

されている。補助裁判官は、タイ国籍を有すること、満 30歳以上であること、省令で定
められている規定ないし方法に基づいた、知的財産及び国際取引裁判所の目的や司法上

の義務に関する講習を受けた者であること、知的財産及び国際取引に関する知識や専門

性を有するといった要件を満たさなければならない3。 
合議体は 3名の裁判官により構成され、そのうち二人は職業裁判官により構成される。
残りの一人は、当該問題について専門的知識を有する補助裁判官が担当することができ

る。裁判所による判決又は命令は多数決による4。 
 
(2) 最高裁判所 
 タイの最高裁判所には、非常に多くの裁判官が所属している。しかし、日本の最高裁

判所と異なり、その定員は固定されていない。2005年 2月時点での裁判所の公的書類に
よると、最高裁判所裁判官は 94名存在し、その他多数の調査裁判官（research judge）が
存在している。その他、法律のリサーチを行う調査裁判官が多数存在する。最高裁判所

裁判官は 30年以上の経験を有している裁判官が選任される。調査裁判官は、事実認定や
法律判断の審査において最高裁判所裁判官を補助する裁判官であり、高等裁判所裁判官

から選任されるという。最高裁判所裁判官と調査裁判官のうち、知的財産に専門性を有

している裁判官は 12名、調査裁判官は 8名であり、最高裁判所内の知的財産国際貿易部

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 See The Central Intellectual Property and Intellectual Property Court, Judges, (visited 2 December 2005) 
http://www.geocities.com/cipit_ejournal/organization/judges/jus-en.HTML  
3 知的財産国際貿易裁判所設置法第 15条参照 
4 同条 19条参照 

 



 

門（IP&IT部門とする）を形成している。12名の裁判官は、最高裁長官が任命する5。 
 
 
③司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度 

 
弁護士の資格について、日本や米国のような州ないし国家試験としての司法試験はない

が、タイ法律家協会から免許を得るためには、申請人が一定の学位を有していること、そ

して二期よりなる一定期間の研修を経て、各期の終わりにある試験を通過することが原則

として必要となる6。 
 
 
④司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合

 
年間約 4,000件以上に及ぶ訴訟のうち、95％以上は刑事訴訟である。IP＆IT 裁判所の判
断に対しては、最高裁判所のIP＆IT部門に直接上訴することができる。タイの最高裁判所
では年間 100件程度の知的財産に関する事件を審理している。タイには、日本のような上
告受理申立手続は存在しないため、上告された事案はすべて審理し判断する。上告の理由

となっているのは、罰則の軽減や、禁固刑について執行猶予を与えることを求めるものが

多く、最高裁に対する上告は刑の調整的機能も有している7。ただし、事案によって法律的

に重要な内容を審理することもあり、2 割程度は法律的に重要な意義を有する案件もある
という8。 

 
IP＆IT裁判所 知的財産権新受件数統計（比率） 

年 全知財事案 民事事件 刑事事件 刑事事件の比率 
1998 1,733 90 1,643 94.81 % 
1999 1,791 70 1,721 96.09 % 
2000 2,243 102 2,141 95.45 % 
2001 3,390 138 3,252 95.93 % 
2002 3,739 157 3,582 95.80 % 
2003 4,174 173 4,001 95.86 % 
2004 5,566 212 5,354 96.19 % 

2005(1-11月) 5,287 174 5,113 96.71 % 
出典：IP＆IT裁判所公表資料による9  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5 以上について、拙稿「タイ国における知的財産法制度の現状(1)―判例データベース等による実態調査を踏ま
えて―」季刊企業と法創造 2巻 1号（2005年 9月）106頁参照。 
6 See Charumun Sathitsuksomboon , Thailand’s Legal System: Requirements, Practice, and Ethical Conduct (visited 30 
November 2005) http://www.tillekeandgibbins.com/Publications/pdf/thailand_legal_system.pdf 
7 現在、最高裁判所では上告の制限についても検討しているという（最高裁判所のSuwat Vattanahathai判事
（IP&IT部門裁判長）らに対する 2005年 8月 1日のインタビューによる）。 
8 拙稿「タイ王国判例調査報告」季刊企業と法創造 2巻 1号（2004年 4月）59頁参照 
9 最新のデータは、IP&IT裁判所のウェブサイト（英語版）http://geocities.com/cipit_estat/index.htmlに掲載されて

 



 

⑤司法裁判所における知的財産権関連訴訟において争われる各知的財産権の割合

 
知的財産に関する訴訟のほとんどが商標と著作権に関する事件であり、特許に関する訴

訟は例年 20～40 件程度しかない。商標関連事案の数は、知的財産権関連事案の数の最も
多くを占めてきたものの、著作権関連事案の数が増加しており、2004年と 2005年でみる
と新受件数の最も多くを占めている。 

 
IP＆IT裁判所 知的財産権新受件数統計（分野別） 

年 1997-2004 2002 2003 2004 2005(1-11月) 
全知財権事案 22,806  3,739 4,174 5,566  5,287  
著作権(民事) 157  23 19 29  34  
著作権(刑事) 9,083  1,214 1,846 2,793  2,709  
商標権(民事) 560  83 99 83  84  
商標権(刑事) 12,682  2,350 2,134 2,545  2,385  
特許権(民事) 105  28 7 35  22  
特許権(刑事) 74  18 19 13  12  

出典：IP＆IT裁判所公表資料による10  
 
 
⑥司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法

 
損害額の認定については、裁判所は、原告が事件において立証しうる場合の合理的な額

の損害、または裁判所が事案ごとに適当と認める合理的な額の損害を賠償額として認定す

る。著作権法と特許法には、以下のような損害額の認定に関する独自の規定がある。商標

法にはかかる規定はないものの、同様に解釈されている。 
1994年著作権法 64条：「著作権者又は実演家の権利侵害があったとき、裁判所は利益
喪失及び訴訟にかかる費用を含めての損害の程度を勘案して、著作権者又は実演家の権利

を有する者がその権利に従って執行するための費用も含め、侵害者が著作権者又は実演家

の権利を有する者に対して損害賠償をするよう命令することができる」。 
1979年特許法 77条の 3：「第 36条、第 63条、又は第 36条を準用する第 65条の 10に
基づく特許又は小特許の所有者の権利を侵害する行為があった場合、裁判所は、侵害人に

対し、裁判所が逸失利益及び特許又は小特許の所有者の権利行使に必要な費用等の損害の

度合いを斟酌して妥当と判断する金額を損害賠償として特許又は小特許の所有者に支払

うよう命じる権限を有する」 
なお、IP&IT 裁判所の判事からは、マーケティング情報の開示を渋る等の理由、あるい
は訴訟戦略の問題として、損害額の立証がないことが損害額の算定を困難にしている実務

                                                                                                                                                         
いる。なお、刊行物としてはIP&IT裁判所が毎年発行しているThe Central Intellectual Property and International 
Trade Court, The IP & IT Law Forum: Current Issue 2004 Seventh Anniversary, 2004.（2004年度版）に統計が掲載さ
れる。 

 



 

があると指摘されている。 
 
 
⑦司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果

 
IP＆IT裁判所や最高裁は、知的財産権の有効性を判断する権限を有しており、取消の効
果には対世的効果が生じる。 
争われ方としては、第一に、登録後、利害関係人又は登録官が、登録について、特許

委員会や商標委員会に対して特許権や商標権の取消しを求めた上で、委員会の審決に不

服がある場合には、審決から90日以内に IP&IT裁判所に訴訟を提起することができる（65
条）。また、たとえば商標については、優先する権利（better right）に関してなされる登
録後の取消請求として認められているように、裁判所に対して直接取消の請求ができる

場合もある。 
商標法 67条：「第 40条に基づく登録官の商標登録の決定の日から 5年以内に、利害
関係人は、所有者として登録されている者よりも当該商標に関して優先する権利（better 
right）を有していることを証明するときは、裁判所に当該商標の取消を請求することが
できる」 
 
 
⑧司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法

 
商標権の侵害が成立するためには、公衆による混同を生じる程度に被告商標と原告の登

録商標とが同一又は類似であることが要件となる。裁判例をみると、公衆による誤認混同

を立証する場合、外観・称呼・観念の類似の他、商品やサービスの種類、当事者の営業地

域、被告の営業が原告の名声等に与える影響などが考慮されている。 
なお、商標法には規定されていない不文の要件として、誠実さ（in good faith）の要件
がある。被告の側に誠実に行為をしたことが、裁判所により認められる場合には、請求

が認められない。誠実性の有無は、あらゆる事案において争点となるわけではないが、

誤認混同が微妙な案件においては、争点となっている場合が多いようである。 
類似または同一の商標の使用による侵害が争われた事例として、次のようなものがあ

る（以下の判例は早稲田大学の判例DBに掲載されているものである）。 
(1) Unior-Covasga Industrija D.D. v. Ratana Vongarunniyom, No.8034/2544(2001), J.S.C., 
October 31, 2544(2001) 
 原告の登録商標「UNIOR」（1987年にレンチ、ペンチ、ハンマー、ねじ回しその他多
くの道具について登録）と被告の登録商標「SUPPERUNIOR」および「SUPER-UNIOR」
（1995年にはさみ、ペンチ、ねじ回し、レンチおよびブロック・キー等について登録）
の類似性および需要者に対する混同の可能性が認められ、被告の登録商標が取り消され、

損害賠償の請求も認められた事例。 

                                                                                                                                                         
10 同上 

 



 

 
(2) Souvanee Sei-nhee v. Seksan Watanapom et al., No. 81-82/2538(1995), J.S.C., January 10, 
2538 (1995). 
 被告は、登録商標「SPS」（1987年にパンツについて登録）を有する原告と取引をし
ていたが、取引関係が終了後に、被告商標「SPS」（縦に記載されており、一部文字が重
なっている）（1985年登録）を登録した場合において、両商標は異なる部分はあるもの
の、称呼が同一であることから、両商標が同じ類型の商品に用いられた場合、需要者に

混同を生じるため、自己の利益のため原告商標を使用することにより、誠実に行動して

いないとして、被告は被告商標の正当な権利者であるとは認められないとした事例  
(3) Chaco Paper Co. Ltd. et al. v. Somchai Jirawattanachai, No.5269/2542 (1999), J.S.C., August 
18, 2542 (1999). 
原告らは、日本語のアルファベットから構成される「 」、「 」の商

標を使用しており（商標は未登録）、一方、被告の商標である「 」、

「            」は日本語の文字と装飾的な枠組みから構成されていた。原告らおよび
被告により使用された日本語のアルファベットは、重要な部分では同じであるが、最初

のアルファベットが「 」であるのか、「 」であるかの相違があった。最高裁判所は、

これらの商標は非常に類似しており、これらが使用された商品は出所が同一であると誤

って導く程度に酷似しているとし、この混同は、原告らと被告が商標を使用する商品が

同じであることからも明白であるとしている。 
(4) Takasago Korio Koyeo Kabushiki Kaisha v. Chinta Trading (1971) Pharmaceutical 
Manufacturer Co, Ltd., J.S.C., No.6121/2544(2001), August 3, 2544(2001).  
被告は原告の商標登録出願に対して、同一の類型の商品に関してすでに登録していた

商標と同一又は類似であるとして異議申立した結果、登録官は原告の出願を拒絶した。

原告は、原告自身は商標委員会に対して不服申立をしたが棄却されたので、IP＆IT裁判
所に提訴した。原告の商標は、三つの三角形から成り、長方形の下に二つの正方形が並

んでいる図形である（下記※１参照）。原告は、意図的に Tの字の隙間を作ったが、こ
れは TAKASAGOという原告の企業名を反映させたものである。 
一方、被告の商標は、同じ大きさの正方形四つから構成された図形である（下記※２

参照）。上に二つ、下に二つの四角があり、それぞれの正方形の間には日本の直線があ

り、直角に上下左右を分けている。原告の商標と被告の商標は共に四角い。それぞれの

四角の数とその四角と四角の間には隙間がある。裁判所は、被告の商標は、多くの場合

「CHINTA」という言葉と組み合わせて使用されており、顧客もときには被告の商品で
ある薬品をチンターと呼んでいることから二つの商標は同一又は類似ではないこと、ま

た、このことから一般的には両者の識別が困難ではなく、さらに双方の顧客も異なるグ

ループであることから、公衆の誤認混同を生じることはないとされた。そして、原告は、

被告よりも前に自己の商標を使用するとともに、商標自体は国内外において登録してい

たため、被告の商標の模倣ではないこと（校閲者註：good faithの認定に関わる問題であ
る）も認めた。結論として、原告の商標と被告の商標とは、二つとも四角であるという

ことで共通しているが、原告の商標は被告の登録商標とは同一又は類似ではなく、商標

権者の出所について誤認と混同を生じる物ではないと判断した。 

 



 

 

※１ 原告の出願した商標   ※２ 被告の登録商標 

   

 

 
 
 
 
(5) Bumrung Satung v.Kipling, J.S.C., No.8245/2544(2001), November 7, 2544(2001)  
原告の登録商標は、「Kipling」の文字と尾の長いサルの絵と組み合わせたものであり
（下記※１参照）、キプリンと称呼しており、原告商品である靴、衣類、装飾品などの

25品目にこの商標を使用していた。その後原告は、五稜の星が、原告の他の商品の黒い
部分の上部に三つ入っている商標を（下記※２参照）、財布、旅行かばんなど 18品目の
商品に使用するために出願を行った。これに対して、登録官は、この商標が他人の商標

と同一又は類似しているという理由から登録を拒絶した。原告は、自己が当該商標の排

他的権利者であるとして、被告の登録の抹消を求めた。中央知的財産国際貿易裁判所は

請求を棄却したため、原告は最高裁判所へ上告した。最高裁判所の知的財産国際貿易課

では、被告が原告より先に商標を保有し登録をしていること、「KIPLING」という言葉
は五稜の星から成る 18品目に使用するために被告が考案したものであること、被告が商
品に使用する図形を考案するのに時間がかなりの時間をかけていたこと、被告が前述の

商標の 20カ国以上での登録申請が遅くなったことなどから、被告は当該商標の考案者で
あり、原告よりも前から商標を使用していたという事実には信憑性があるとした。原告

がタイ国内において登録したとしても、被告には、原告よりも優先する権利があるため、

被告の権利に何ら影響はない。被告が原告よりも前に商標の真の使用者であったことか

ら、原告の被告に対する訴訟には理由がないとして、訴えは却下された。 
 
※１ 原告の登録商標 

    
※２ 原告の登録出願した商標 

 
 
 
⑨司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題。立法の予定

最近政府により提出された法案においては、刑事罰の再編成、著作権使用料の徴収団

 



 

体設置を認可すること、タイの締結したFTA上の義務に関すること等が議論されている。 
とりわけ、刑事罰の強化や、著作権使用料徴収団体の制度を設立に関連したDIP によ
る新著作権法の法案の二つの草案が注目されているようである。 
タイが締結し交渉している自由貿易協定（FTA）と関係するもの多数の課題があり、
例えば、税関での取締りのような、知的財産権の権利執行に関わる問題も議論されてい

る。 
 
 
⑩司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項

 IP&IT裁判所の判事によると、日本の関係者がタイの司法手続きに関わる際に考慮し
ておくべきこととして、知財の分野は特殊な手続があるため知財に専門性を有する弁

護士を雇うこと、また、損害賠償額の立証や、仮差止命令等の民事手続の効果的な活

用が指摘されている。直接のインタビューでも、まずは知的財産法制度にも詳しい有

能なタイの弁護士を見つけることが最も重要であるとの指摘を得ており、この点が最

も留意するべきことであるといえるだろう。 
以上 

 



（２）カントリーレポート 
 

タイ中央知的財産国際貿易裁判所：Jumpol Pinyosinwat 
翻訳：今村哲也 

 
Ⅰ．タイにおける知的財産権 
 
A．知的財産権の紛争処理：司法及び行政上の制度 
 

1996年 10月 25日、タイは「1996年知的財産及び国際貿易裁判所の設立及び手続法に
関する法律（IP＆IT法）」を公布し、1997年 12月 1日に「中央知的財産国際貿易裁判所
（CIPIT裁判所）」を設立した。CIPIT 裁判所は大都市バンコク及びその他の 5つの県にお
いて管轄権を有するとともに、これらの地域外で生じた事件に対する裁量権も有している。

IP&IT法は、地方の知的財産国際貿易裁判所についても、管轄と場所を指定するものと規
定し、これを設立する準備をしていた。しかし、現在まで、地方の知的財産国際貿易裁判

所は設立されていない1。したがって、CIPIT 裁判所は、全国において管轄権を有している
2。 
民事事件で、原告は被告の所在地を管轄する地方裁判所または行為の原因たる事実が発

生した地を管轄する地方裁判所に訴訟を提起することができる。刑事事件において、原告

は、犯罪がなされた地、申し立てられた地、あるいはなされたと考えられる地または被告

人の居住地もしくは逮捕地もしくは警察当局が被告人を尋問した地を管轄する裁判所に訴

訟を提起することができる。地方裁判所が事案についてCIPIT裁判所に通知するものとさ
れ、その後、CIPIT裁判所が判決を行うために事案が移送される。 
他方、知的財産局（DIP）は、知的財産権の問題を取り扱う行政上の組織であり、商業
省の一部を構成する行政部である。特許部と商標部とはDIPにある政府内の各部門であり、
特許および商標の審査と登録に従事する職員は、政府に所属する公務員である。手数料は

下位の法律によって固定されており、官報において公布されなければならない省令により

調整、削減あるいは放棄される場合がある3。 
特許部では、発明の特許、意匠特許および小特許の出願を受理し、審査することを主た

る業務としている。登録の手続の間に、利害関係人による登録に対する異議申立てがなさ

れた場合、審査しなければならない場合がある。 
特許部と同じく、商標部の主要な業務は、商標登録の出願を受理し、当該商標について

登録査定をするか、拒絶査定をするのかを審査することである。 出願された商標が登録の
要件を満たすと認められた場合、商標部は出願を公告することになる。 商標部における重
要なその他の業務は、有効な商標検索の構築に関するものである。公衆または利害関係人

                                                 
1 知的財産国際貿易裁判所設置法第 6条参照 
2 同上 47条参照 
3 See World Intellectual Property Organization, Background Reading Material on the Intellectual Property System of 

Thailand, WIPO Publication No 686/TH(E) 97 (1993). 



は、出願前に、自己の出願する商標が、利害関係を有するその他の商標と同一又は類似の

商標であるかどうかを検索することができる4。1991年商標法6条3号および8条10号は、
他人が登録した商標と同一又は類似の商標であることを、商標出願の拒絶または取消の要

件としている5。 
かかる要件に該当する場合、特許または商標の登録出願に対する決定又は命令について、

特許委員会又は商標委員会に対し審判を請求することができる。 これらの委員会は、一般
的に行政組織における再審査部としての機能を果たしている。「特許委員会」は、商務担

当国務次官を議長とし、内閣に指名された科学、工学、工業、工業意匠、農業、薬学、経

済及び法律の分野における資格を有する 12名以下の委員から構成される。委員のうち少な
くとも 6名は、民間から任命されなければならない6。一方、商標委員会は、議長を知的財

産局長官として、司法審議会の事務局長又はその代理人、司法長官又はその代理人、及び

内閣によって任命された8人以上12人以下の知的財産権又は商標に関する経験を有する法
律又は商業分野の有識者により構成される。有識者のうち少なくとも 3分の 1は民間から
選出されなければならない7。 
特許委員会または商標委員会の決定に対してその通知の受領日より 90日以内に裁判所
に訴訟を提起することができる場合がある。裁判所による終局判決は、DIPおよび行政機
関を拘束する。 

 
B．判事と補助判事 
 

1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法は、備考部分において、次のように述べてい
る。 
「知的財産及び国際取引に関する事案は、刑法及び民法と異なる特徴を有している。こ

れらの事案が、知的財産及び国際取引に関する事件の知識を有する有能な外部者も参加す

る裁判体により審理されるのであれば、審理手続きはより効率的でかつ適正なものにな

る・・・」 
IP&IT法の重要な目的との関係で、CIPIT裁判所には、判事と補助判事の二つのタイプの
裁判官が存在している。現在、CIPIT裁判所には 29人の裁判官と 127人の補助裁判官がい
                                                 
4 See id. 97-99 
5 1991年商標法（B.E. 2534）参照 

「第 6条 登録できる商標とは次に該当するものをいう。 

(1) 「識別性」のある商標 

(2) 本法に基づき禁止されていない商標 

(3) 他人が登録した商標と同一又は類似でない商標」 

「第 8条 次の 1に該当する商標は、登録を認めないものとする。… 

(10) 登録商標であるか否かを問わず、大臣の告示で定める著名商標と同一の標章、又は商品の所有者

若しくは出所に関して公衆を混同させる虞のある商標に類似する標章…」 
6 1979年特許法（B.E. 2522）66条参照 
7 1991年商標法（B.E. 2534）94条参照 



る8。裁判官ないし職業裁判官は、司法公務員法に基づく司法公務員から、国王により任命

され、知的財産及び国際取引問題についての十分な知識を有していなければならない。 
実際には、司法公務員委員会が、CIPIT裁判所の判事を含む、裁判官の委嘱リストを用
意し、決定をする。 
補助裁判官も、職業裁判官と同様に、司法公務員法に基づく司法公務員委員会により選

ばれた、知的財産及び国際取引問題について堪能な者について、国王が任命するものとさ

れている。補助裁判官は、タイ国籍を有すること、満 30歳以上であること、省令で定めら
れている規定ないし方法に基づいた、知的財産及び国際取引裁判所の目的や司法上の義務

に関する講習を受けた者であること、知的財産及び国際取引に関する知識や専門性を有す

るといった要件を満たさなければならない9。他方、補助裁判官は、IP＆IT法 15条(5)から
(9)において規定される禁止要件に該当してはならないとされる。たとえば、政府の官公吏、
政党の委員または職員、国会議員、バンコク議会の行政官又は議員、地方議会の行政官又

は議員、検察官、警察官または弁護士にある場合である。 
補助裁判官は、任務を開始する前に、知的財産国際取引裁判所所長の面前において、公

平に公務を執行し、かつ公務上の秘密を保持することを宣誓しなければならない。補助裁

判官の任期は 5年間であるが、再任されることができる。補助裁判官が事件を審理する場
合、結審までの間は審理に参加しなければならないが、疾病その他の理由がある場合はこ

のかぎりではない。その場合、CIPIT所長は、その他の補助裁判官をその者の代理として
指名するものとする。 
合議体は 3名の裁判官により構成され、そのうち二人は職業裁判官により構成される。 
残りの一人は、当該問題について専門的知識を有する補助裁判官が担当することができる。

裁判所による判決又は命令は多数決による10。  
 
C．弁護士 
 
原則として、タイにおいて法律関係の業務を行う者の資格は、1985年弁護士法において、
「弁護士として登録され、かつタイ法律協会にから、免許の発行を受けている者」として

定義されている弁護士である。弁護士は法廷弁護士と事務弁護士とに分けられてはおらず、

また、日本またはアメリカ合衆国におけるような司法試験に合格することも必要とされて

いない。タイ法律家協会は、1985年に法律に基づいて設立され、その構成員の活性化、教
育そして監督をするものとして機能している。タイ法律家協会の構成員になるためには、

申請人は一定の教育上の必要条件を満たし、かつ弁護士法で定義される弁護士としての資

格を有しなければならない。タイ法律家協会の構成員資格を得るために必要な教育の必要

条件とは、申請人が法学の学士号（LL.B）、または準学士号あるいは学士号に等しい法律
に関する証明書を獲得していることである。タイ法律協会から弁護士の免許の登録を受け

                                                 
8 See The Central Intellectual Property and Intellectual Property Court, Judges, (visited 2 December 2005) 

http://www.geocities.com/cipit_ejournal/organization/judges/jus-en.HTML  
9 知的財産国際貿易裁判所設置法第 15条参照 
10 同上 19条参照 



てそれを取得するためには、ほとんどの候補者は、職業上の倫理や弁護の基本原則そして

法律の専門性についての研修を修了していなければならない。研修の課程は、通常、2つ
の期間に分けられる。最初の期間において、候補者は、少なくとも 90時間以上の事例処理
の理論と職業上の倫理について学ばなければならない。2番目の期間において、候補者は
少なくとも 6カ月の間、資格を有する法律事務所において、修習をしなくてはならない。1
年以上の間、法律事務所で実習生を行い、かつタイ法律協会の理事会によって指定された

試験に合格した候補者については、研修課程の例外が認められる。しかし、実務では、い

くつかの法律事務所が、とりわけ知的財産権の分野について、照準を合わせ、研修を行っ

ている11。 
特許法と商標法は、出願人に対して、出願人を代理する特許または商標の代理人を指定

することを要求としていない。実際には、申請者自ら登録出願を申請することもできる。

しかしながら、特許取得の手続と権利の管理を容易にするため、DIPは特許弁理士の登録
についての告示を公表している。 当該告示において要件とされる特許弁理士の資格は次の
通りである12。 
（１）学士号または自然科学、工学、建築学、法律の分野における学士号またはそれに相

当するもの、および、12以上の科目の履修単位を有する基礎課程としている自然科学に関
する研究を要求としているその他の学士号を有する大卒者であること 
（２）DIPにより指示された特許法に関する研修と実習を合格したこと 
 
D．知的財産訴訟 
 

CIPIT裁判所の統計によると、最も重要な三つの知的財産権（IPR）訴訟は、商標権、著
作権および特許権に関するものである。著作権の侵害は、著作権者の排他的権利に対する

直接的になされる。  
一般的には、各々またはすべての排他的な諸権利が著作権者の許諾なし他人により行使

される場合に侵害が発生する。1994年著作権法は、二つのレベルの侵害について規定して
いる。すなわち、直接侵害（27-30条）および間接侵害（31条）である13。直接侵害は、著

作権者の有する排他的権利の行使と同じ方法により、許諾を得ていない者が保護された著

作物について行為を行う場合である。直接侵害の一般的な規定は第 27条である14。他方、

                                                 
11 See Charumun Sathitsuksomboon , Thailand’s Legal System: Requirements, Practice, and Ethical Conduct 

(visited 30 November 2005) http://www.tillekeandgibbins.com/Publications/pdf/thailand_legal_system.pdf  
12 See Dhajjai Subhapholsiri, Intellectual Property System of Thailand, 168 (2001). 
13 World Intellectual Property Organization, supra note 3, at 82. 
14 1993年著作権法（B.E. 2537）27条参照 

「第 27条 この法律に基づき著作権を有する著作物に対して、 第 15条の(5)による許可を得ないでつぎ

の行為を行ったとき、著作権の侵害とする。 

(1) 複製し又は改変すること 
(2) 公衆に伝達すること」 



間接侵害は、一定の行為が、直接侵害から派生した物に関してなされた場合に生じるもの

であり、31条に規定される15。   
商標については、登録商標および周知商標の保有者は、侵害者に対して訴訟を提起する

ことができ、また、以下の救済を得ることができる。すなわち、民事賠償、侵害者による

商標使用の停止、侵害された商標が付されている商品の押収である。さらに、商標権者は、

商標または標章が、他の商品分類に関して、他人により登録された場合、その抹消を求め

る訴訟を提起することができる場合がある。刑法的制裁として、商標に関する犯罪者の処

罰について定める 2つの法律がある。1991年商標法と刑法である16。未登録の商標につい

て権利を有する者は、パッシング・オフの方法により他人が自己の商標を使用している場

合には、民事訴訟を提起することができる場合がある。 
著作権および商標権に関する訴訟と同様に、タイにおける特許権についても、刑事訴訟

および民事訴訟あるいはその双方について、権利を執行することができる。法律が規定す

る民事救済は、損害賠償金、侵害の差止め命令および更なる侵害の禁止命令を含む。同時

に、特許に関する排他的権利についての許諾を得ない行為に対しては、刑事上の犯罪行為

                                                 
15 同上 31条参照。 

「第 31条 他人の著作権を侵害したことを知っていたか、知っていたと思われる理由がある者が、その

著作物に対して商業を目的として次の行為を行ったとき、著作権の侵害と看做す。 

(1) 販売、販売のため所有し、販売を申し込み、貸し、貸すことを申し込み、割賦で売り、割賦で売

ることを申し込むこと 

(2) 公衆に伝達すること 

(3) 頒布して著作者に損害を与えること 

(4) タイ国内に持ち込み又は輸入の注文をすること” 
16 See World Intellectual Property Organization, Background Reading Material on the Intellectual Property System 

of Thailand WIPO Publication No 686/TH(E) 1993, p.54-55. 

1991年商標法における刑事犯罪に関連した最も重要な項目は次のものである。 

「第 108条 

タイで登録されている他人の商標、サービスマーク、証明標章又は団体標章を偽造した者に対しては、

4年以下の禁固若しくは 40万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。 

第 109条 

タイで登録されている他人の商標、サービスマーク、証明標章又は団体標章を、当該他人の商標、サ

ービスマーク、証明標章又は団体標章であるかの如く公衆を欺瞞するために模倣した者に対しては、2

年以下の禁固若しくは 20万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。 

第 110条 

(1) 第 108条に基づいて偽造した他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは団体標章を付した製

品、又は第 109条に基づいて模倣した他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは団体標章を付

した製品をタイに輸入し、頒布し又は頒布のため所持する者、又は 

(2) 第 108条に基づいて偽造した他人のサービスマーク、証明標章若しくは団体標章を使用して、又は

第 109条に基づいて模倣した他人のサービスマーク、証明標章若しくは団体標章を使用してサービス

を提供し又はサービスの提供を申し出る者に対しては、それらの条文で規定した通り罰する。」 



ともなる。特許製品を許諾なく製造し、使用し、販売し、販売のため所持し、販売のため

供給し、または輸入した場合、2年以下の禁固、又は 40万バーツ以下の罰金、又はその両
方を科すものとされている17。 
現在の タイの IP制度では、利用可能な 3つの救済策がある。第一に、知的財産権の保
有者は、民事賠償を得るために民事訴訟を起こすことができる。知的財産権の保有者は、

CIPIT裁判所による仮差止命令を得ることにより、緊急的な救済策を求める権利も与えら
れている。さらに、知的財産権の保有者は、自分自身で、または検察官を通して、侵害に

対する刑事訴訟を起こすことができる。 
 
（１）民事訴訟 
知的財産権の保有者は、1994年著作権法、1991年商標法、1979年特許法その他の知的
財産関連法により規定される知的財産権の侵害行為に対して、CIPIT裁判所に対して民事
事件を提起することができる。民事訴訟において裁判所が通常原告に与える救済策は、原

告によって証明された損害額の付与、または侵害の差止め命令である。 
 
（２）仮差止命令 

Anton Piller命令に類似する、仮差止または予防差止は、知的財産権侵害に関する最も重
要な救済の一つである。申請者は、1994年著作権法 65条、1991年商標法 116条、1979年
特許法 77条その他の知的財産関連法に基づき、裁判所による侵害の差止めの命令を求める
ことができる。申請者は、一応の証明がある事件であることを立証する事実と、裁判所に

おいてこのような命令を与えることが適当であると思慮するために十分な理由を述べなけ

ればならない。申請には、申請内容を立証するため、目撃者による申請の内容たる原因の

事実を認める供述も含むべきものとされる18。 
こうした申請を考慮した場合に、裁判所がかかる申請に許可を与えるために十分な理由

があるとともに、申請とそれが提出された時間に合理的な根拠がある場合には、CIPIT裁判
所は申請に許可を与えるべきものとされている。さらに、裁判所は申請者の受けた損害の

性質が、金銭による原状回復その他の形式の補償では回復できないようなものであること、

あるいは、将来被告となるべき者が申請者に対して、損害額を賠償する状態にないこと、

あるいは、将来被告となるべき者に対して後日権利執行を行うことが困難である可能性が

あることを審査する19。 
 
（３）刑事訴訟 
タイのすべての知的財産関連法は、権利執行の重要な部分として、刑事上の制裁につい

て定めている。刑事上の制裁を実施するために、知的財産権の保有者は CIPIT裁判所に対
して直接に訴訟を提起するか、あるいは、警察に対して知的財産権侵害を告発することが

できる。後者の場合、警察は捜査をした上で、事案を検察官に移送することができる。捜

                                                 
17 1979年特許法 85条参照 
18 1997年知的財産国際貿易事案に関する規則 
19 同上規則 13条参照 



査の過程において、警察は、告発された者を逮捕したり、非合法の著作物または製品を捜

索し、押収したりすることができる。現在、著作権侵害は、和解が可能な犯罪とされてお

り、終局判決に至るまでの間であればいつでも訴訟を放棄することができる。従って、著

作権者は、犯罪の事実及び犯罪者を知ってから 3ヶ月の間、刑事訴訟を提起するか、また
は警察への告発しなければならない。しかしながら、権利者が警察に通報した場合、裁判

所に対する訴訟提起の期限は、犯罪の事実があった日から 5年間となる20。 
 
E．統計値と比率 
 
知的財産権の権利執行について、民事訴訟手続きを有利にするために考慮されている幾

つもの事柄がある。たとえば、次のようなものである21。 
 
（１）立証責任 
他の国々で採用されているのと同じように、タイにおける刑事訴訟も合理的な疑いを超

える立証の責任を要件としている。 
民事訴訟の原告の場合と異なり、刑事訴訟の検察官又は原告は、例えば故意に関する問

題のように、犯罪を構成するのに必要なあらゆる事実に関する合理的な疑いを超える程度

において、知的財産権の有効性と侵害の事実について立証しなければならない。刑事訴訟

における立証の基準を満たすために、検察官は侵害者が係争物たる著作物又は商品が有効

な知的財産権の対象となっており、侵害者が許諾なしに複製あるいは侵害行為をしている

ことを立証するだけではなく、検察官は、被告人が自己の行為が知的財産権の侵害を構成

していることを知っていたこと、あるいは少なくとも、自らの行為が知的財産権侵害を構

成する可能性が高いことを知っていたことも立証しなければならない。 刑事事件における
立証の基準、証拠の要件と、人的資源の欠如の結果、タイにおいて訴追される大部分の知

的財産権の侵害者は、侵害のレベルとして低い者である場合が多い。 
 
（２）訴追コスト 
知的財産権の刑事訴追に関するコストは、通常厳格な立証基準、厳格な証拠要件、高度

な技術的要件のために、高くなることが多い。知的財産権の保有者によってなされる民事

訴訟から、刑事訴訟へのシフトすることは、すべての捜査と訴訟のコストを政府に対して

移すものである。 
 
（３）処分権の喪失 
知的財産権の保有者が、検察官による刑事訴訟手続きを選択した場合、権利者は事案を

処分する権限を失うことになる。検察官が、事件としない場合もある。検察官が事件とさ

れるかどうかを判断するためには、例えば、限りある資源、より厳格な立証の基準、一応

                                                 
20 刑法 95条参照 
21 See Jumpol Pinyosinwat, Criminal Enforcement of IPR: The Problem of “Over-Criminalization”?, The IP&IT 

Law Forum: Special Issues 2003, 60-91 (2003). 



の証拠の欠如、民事紛争にある企業によりうまく利用されることに対する用心といったよ

うな多くの根拠が存在する。そのため、検察官は、知的財産権の保有者とは異なる判断を

する場合もある。処分権の喪失は、たとえば、情報に関する秘密のようなその他の問題も

引き起こす。多くの知的財産権の領域では、情報の秘密を含んでいる。とりわけ、営業秘

密やノウハウの領域がそうである。刑事裁判で、知的財産権の保有者は捜査および裁判手

続きにおいて、情報を公開しなければならない場合がある。より厳格な立証基準と刑事被

告人の権利を保障するために、審理の際には、被告人の防御に関連する情報を公開する義

務が要求されることになる。実際は、この欠点は、知的財産権の保有者の状況に関して不

利となる主要な不利益となる場合があるだろう。 
にもかかわらず、民事訴訟、仮差止命令および刑事訴訟がある場合に、タイの知的財産

権の保有者は、多くの場合、刑事制裁を執行する方向へ向かう。このような実務の状況に

最も影響力を有した動機となったのは、DIP による振興と宣伝である。DIPは、商業省に
属する部局であるが、刑事上の制裁が知的財産権の侵害に対処するための唯一の効果的な

手段であると考えたため、何年もの間、タイにおける知的財産権の権利執行システムにお

いて、刑事的制裁を幅広く使用することを促進してきたのである。結果として、タイにお

ける知的財産権に関する刑事事件の数は、他の国の場合と比較して、非常に高い。具体的

に言えば、CIPIT裁判所での刑事訴訟の数は、1998年から 2005年までの間、各々の年の全
ての知的財産権関連事案のおよそ 95％を占めてきた。 
表１と表２の統計において、表１は、1998年の新受件数 1733件から、2005年の新受件
数 5000件以上へと、知的財産関連事案の数が増加していることを示している22。 表１は、
著作権、商標権および特許権に関する訴訟の民事事件および刑事事件の数も示しているが、

刑事事件の数が民事事件の数よりも圧倒的に多いことが示されている。著作権と商標権に

関する紛争は CIPIT裁判所に係属した事件数の大部分を占めている。商標関連事案の数は、
知的財産権関連事案の数の最も多くを占めてきたが、著作権関連事案の数が増加しており、

2004年と 2005年でみると新受件数の最も多くを占めている。著作権および商標権と比較
して、特許関連事案の数は、刑事および民事事件の双方において、非常に少なく推移して

きている。表２は、営業秘密、ライセンス契約、刑法に基づく知的財産権侵害を含むすべ

ての知的財産訴訟に関する民事および刑事事件の数を示している。この表は、民事事件と 
CIPIT裁判所における民事事件と刑事事件の新受件数の比率も示している。 

 

                                                 
22 See The Central Intellectual Property and International Trade Court, Judicial Statistics, (visited 3 December 2005)  

http://geocities.com/cipit_estat/index.html  

CIPIT裁判所は 1997年 12月 1日に設立されたが、最初の 1ヵ月は管理組織と創立関連業務に費やさ

れた。そのため、最初の 1ヵ月には、知的財産関連事案はない。知的財産権事案の実際の数は 1998年の

はじめから集計したものである。 



表１ 知的財産権新受件数統計（分野別） 
 

年 1997-2004 2002 2003 2004 2005(1-11月) 
全ての知財権事案 22,806  3,739 4,174 5,566  5,287  
著作権(民事) 157  23 19 29  34  
著作権(刑事) 9,083  1,214 1,846 2,793  2,709  
商標権(民事) 560  83 99 83  84  
商標権(刑事) 12,682  2,350 2,134 2,545  2,385  
特許権(民事) 105  28 7 35  22  
特許権(刑事) 74  18 19 13  12  
 

表２ 知的財産権新受件数統計（比率） 
 

年 全知財事案 民事事件 刑事事件 刑事事件の比率 
1998 1,733 90 1,643 94.81 % 
1999 1,791 70 1,721 96.09 % 
2000 2,243 102 2,141 95.45 % 
2001 3,390 138 3,252 95.93 % 
2002 3,739 157 3,582 95.80 % 
2003 4,174 173 4,001 95.86 % 
2004 5,566 212 5,354 96.19 % 

2005(1-11月) 5,287 174 5,113 96.71 % 
 
 
Ⅱ．知的財産権の権利執行に関する現在の課題 
 
A．民事上の賠償額 
 
民事事件において、知的財産権侵害事件の原告は、特定の額の賠償金を求める場合が多

い。裁判所は、原告が事件において立証しうる場合の合理的な額の損害、または裁判所が

事案毎に適当と認める、合理的な額の損害民事上の賠償額は、一定の知的財産関連法には

特に規定されており、利益の喪失及び原告が権利を執行するために訴訟にかかる費用を含

めたものとなっている。 
1994年著作権法 64条は次のように定めている。 
「著作権者又は実演家の権利侵害があったとき、裁判所は利益喪失及び訴訟にかかる費

用を含めての損害の程度を勘案して、著作権者又は実演家の権利を有する者がその権利に

従って執行するための費用も含め、侵害者が著作権者又は実演家の権利を有する者に対し

て損害賠償をするよう命令することができる。」 
1979年特許法 77条の 3は次のように定めている。 



「第 36条、第 63条、又は第 36条を準用する第 65条の 10に基づく特許又は小特許の
所有者の権利を侵害する行為があった場合、裁判所は、侵害人に対し、裁判所が逸失利益

及び特許又は小特許の所有者の権利行使に必要な費用等の損害の度合いを斟酌して妥当と

判断する金額を損害賠償として特許又は小特許の所有者に支払うよう命じる権限を有す

る。」 
実務において、知的財産権侵害の事案で損害額を算定することの難しいのは、特に原告

によって、損害額の立証がないことによる。一般的には、当該請求は一定の損害額の主張

として特定されているのだろうが、弁護士が損害額の主張を立証するための十分な証拠を

提出していないのである。一定の事案では、当事者は裁判所によって審理されることにな

る自己の財務上あるいはマーケティングの情報を開示することをためらう場合もある。証

拠が完全でない場合には、裁判所は、裁判所が適切であると考える損害の額を算定し、命

じなければならない。結果としていえるのは、当事者が、特に損害賠償額の算定に関して、

立証をする必要性を認識しなければならないということである。 
 
B．特許の無効と商標の取消し 
 
要件のすべてを満たしていない特許権または特許出願は、有効なものではないとされる

べきである。何人も、かかる無効をどのような場合についても主張することができ、また

は、利害関係人あるいは検察官は、かかる特許の取消を裁判所に請求することができる。

特許に関する無効の主張については、1979年特許法 54条が次のように定めている。 
「第 5条、第 9条、第 10条、第 11条又は第 14条の規定に違反して付与された特許は、
無効とする。 
何人も、特許の無効について異議を申し立てることができる。 
利害関係人又は検察官は、無効特許の取消を裁判所に請求できるものとする。」 
CIPIT裁判所は、出願手続において行政機関によりなされた決定や出願中になされた特
許局によるすべての範囲の決定に対して異議を申し立てるための上訴、個人による特許の

無効や取消に関する申立て、あるいは特許付与後に行政上の取消に対する上訴を含む、さ

まざまな種類の特許関連事案を審理することができる23。商標については、特定の条件の

下で、登録官、商標委員会および裁判所の三つの各当局が登録を取り消すことができる。

1991年商標法66条および67条は裁判所による二つの類型の主要な取消について規定して
いる。すなわち、 

(1) 利害関係人又は登録官は、ある商標が特定の商品又は分類に関して通商上慣用とな
り、業界又は公衆にとって商標としての性格を失ったことを証明できるときは、当該商標

登録の取消を裁判所に請求することができる24。 
(2) 登録官の商標登録の決定の日から 5年以内に、利害関係人は、所有者として登録さ
れている者よりも当該商標に関して優先する権利を有していることを証明できるときは、

裁判所に当該商標登録の取消を請求することができる25。 
                                                 
23 See Patrick Keyzer, Intellectual Property Rights, Comparative notes on law and practice in Thailand, 43 (1999). 
24 1991年商標法 66条参照 



原告によりなされる商標権に関する主張における優先する権利は、原告が当該商標の所

有者であり、被告が同一又は類似の標章を登録したよりも前に、かかる標章を使用してい

たことを理由として認められてきたものであるが、これについては多くの事案が存在する
26。 

 
C．商標の識別性 

 
商標の識別性は、1991年商標法第 6条（第 7条において更に定義される）に基づいて、
商標の 3つの要素のひとつとされている27。識別性には二つの類型があることが一般的に

確立されている。すなわち、固有の識別性と使用により獲得された識別性である。固有の

識別性は、商標が作られた当初から存在するものである。固有の識別性があることで、当

該商標により、かかる商標が付された商品と他の商品とを市場において区別することがで

きる。他方、もう一つの類型として、使用により獲得された識別性があり、それは商標の

現実の使用を通して後から得られた識別性である。商標法は、その規定の中で、両方の類

型の識別性について規定している。7条 2項は、固有の識別性を有する商標となるための
                                                                                                                                                         
25 1991年商標法 67条参照 
26 Subhapholsiri, supra note 12, at 77.  Also see Supreme Court Decision No 6765/2003, (visited 2 December 

2005) http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=86 , Supreme Court Decision No 2108/1995 

(visited 2 December 2005) http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=13  
27 1991年商標法 6条および 7条参照 

「第 6条 

登録できる商標とは次に該当するものをいう。 

(1) 「識別性」のある商標 

(2) 本法に基づき禁止されていない商標 

(3) 他人が登録した商標と同一又は類似でない商標 

第 7条 「識別性」のある商標とは、公衆又は商品の消費者にその商標を有する商品を他人の商品と異

なると認識させることができる商標である。 

識別性のある商標とは、少なくとも次の一に該当するものをいう。 

(1) 通常の表記に依らない個人の姓名、特別な態様で表示された法人名又は商号 

(2) 商品の性質又は品質について直接言及せず、かつ地理的名称でない、大臣の告示により定められ

る語 

(3) 特定の様態で表示された色彩の組合せ、創作された文字、数字又は造語 

(4) 登録出願人の署名、出願人の業務における前任者の署名、又は他人で同意を得た者の署名 

(5) 出願人の肖像、又は他人で同意を得た者の肖像、故人である場合は、その者の直系尊属、直系卑

属及び配偶者より同意を得たもの 

(6) 創作された図形 

(1)又は(2)に該当しない名称及び語が大臣の告示による規則に従って広範に販売又は広告した商品に

関して商標として使用され、その規則を遵守している証拠がある場合は、その商標は識別性があるとみ

なす。」 



要素について定めている。7条 3項は、使用により獲得された識別力に関する原則につい
て規定している。固有の識別性を有しない名前、語又はステートメントは、大臣の告示に

よる規則に従って広範に販売又は広告した商品に関して商標として使用されている場合で、

その規則を遵守している証拠がある場合には、その商標は識別性があるとみなされる。 
 
D．新著作権法の法案 
 

DIP は新著作権法の法案の二つの草案を提出し、現在国会において審議している。これ
らの新しい法律について考慮されるべき幾つもの問題があるが、ある部分は、刑事制裁、

徴収団体および FTAにおける義務に関するものである。 
刑事罰はこれらの法案の最も重要な問題の一つであり、未だ討議がなされている。TRIPs
協定 61条および米国の法律にあるような侵害の規模による区別にしたがって、刑事罰を再
編成するという考え方を支持している。この考え方は、大規模な侵害には厳しい罰則をあ

たえるが、小規模の侵害にはより緩やかな罰則を設けるとするものである。小規模の侵害

も含めて、すべての規模の侵害について刑事罰を強化し、厳しいものとすべきとする提案

も若干は存在する。徴収団体の制度を設立することは、DIPが検討してきた事柄である。
実際、DIP はタイにおいて望ましい徴収団体に関する事前の調査研究を実施した。その調
査研究では、徴収団体の権限と利用者の妥当な利益とを調整するために、徴収団体の権利

および義務を統制する特別の法律が必要であることを支持している。この新しい法律は、

現行著作権法に従って著作権のある著作物の使用のと実演家の権利の使用に関する使用料

の徴収について規定するとしている28。これは、すべての利益団体と公衆のために公正で

バランスのとれた制度を設計するために、公平な認識と適切な理解に基づいて検討しなけ

ればならないDIP の主要な課題である。 
さらに、タイがいくつかの国との間で締結し交渉している自由貿易協定（FTA）と関係
するもの多数の課題があり、例えば、税関での取締りのような、知的財産権の権利執行に

関わる問題である。 
 
E．日本の関係者における考慮事項 
 
タイにおける知的財産権紛争に関する司法上の手続きに関わる場合に、日本の関係者に

おいて考慮しておくべき幾つかのことがある。第一に、知的財産権の問題に専門性を有す

る資格のある弁護士を見つけることである。タイでは、ⅠのCで既に述べたように、知的
財産権に関わる弁護士のための特別な免許制度は存在しないし、CIPIT裁判所における手続
きは他の裁判所における手続きと異なっているため、当事者にとっては、知的財産訴訟に

十分な能力を有する資格のある弁護士を選任することが大変重要なことになる。第二に、

CIPIT裁判所は、専門化された裁判所であり、裁判所における手続きに関して幾つかの利点
がある。例えば、すべての裁判官と補助裁判官は、ⅠのBで述べたように、しっかりとし
た経験を有しており、知的財産権または国際貿易の分野のいずれかの領域について訓練を

                                                 
28 Subhapholsiri, supra note 12, at 167. 



受けているし、CIPIT裁判所での訴訟手続きは、裁判所規則の規定により、迅速で効率的に
行われる。大部分の事案において、これらの利点は当事者に対して、効果的かつ効率的な

結果をもたらしている。更に、CIPIT裁判所は、知的財産権の権利執行システムを調和する
ための情報を共有し交換するために、幾つもの国際機関や諸大学との間で国際的な協力関

係を広げてきた。幾つかの意義深い企画には、アジアにおけるプロジェクトとしての知的

財産権の紛争事例に関する英文データベースが含まれている。このプロジェクトは、東京

の早稲田大学にある知的財産法制研究センター（RCLIP）によって開始したものである29。

他の主なプロジェクトは、共有する欧州特許庁とCIPITとの間の協力関係により、2004年
に設立され、国際セミナー、ディスカッション、シンポジウムを通して知的財産権の権利

執行に関する情報を共有することに焦点をあてた、知的財産権研究センターである。専門

化された特徴や諸プログラムはすべて、あらゆる当事者が裁判所における公正な訴訟手続

きを理解し、利用するために、よりよい環境を提供するものである。第三に、知的財産権

の権利執行についての異なるアプローチである。ⅠのDおよびE、ⅡのA、BおよびCにおい
て述べたように、タイにおける知的財産権の保有者は、刑事上の制裁を、知的財産権の権

利執行に関する主要なものとして適用してきている。こうした実務は、日本の当事者や他

の西欧の当事者に対して、ある程度混乱した手続きをもたらすことになるだろう。しかし

ながら、民事上の権利執行と損害の主張に関する法律は、機能しているし、迅速でもある。

各当事者は、より優れた、より効果的である結果を得るために、民事訴訟を利用すること

ができる。ⅡのAにおいて指摘した損害額の立証がないことの問題点は、重要な問題とし
て捉えられるべきである。 
さらに、ⅠのDで指摘したAnton Piller命令に類似する仮差止あるいは予防差止も、知
的財産権の侵害に対するその他の重要な救済策である。 とりわけ合衆国または英国の当事
者のような、仮差止命令に詳しい当事者は、知的財産権の権利執行を行うための効果的な

手段のひとつとして差止命令を利用することができている。 
以上 

 
訳者付記： 
タイ法令の日本語訳文については、以下より引用した。 
・ (社)日本国際知的財産保護協会編『外国工業所有権法令集 13巻』 
・ S&I International Bangkok Office Co.、 Ltd.のWEBに公開されている邦語訳。URLアド
レス（2006年 3月 15日現在）：http://www.s-i-asia.com/company-profile-in-JPN.htm 

                                                 
29 このプロジェクトは、日本を含むアジア地域における知的財産権事件（判例）英文データベースを発

展させることを目的としている。プロジェクトでは、アジア諸国の学者や実務家との協力関係により判

例を英語に翻訳することとしている。知的財産権のデータベースについては、インターネットを通して

以下のウェブサイトからアクセスすることができる：http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_form.php 
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I. Intellectual Property in Thailand 
 
A. Intellectual Property Dispute Settlement: Judicial and Administrative System 

On 25th October 1996, Thailand promulgated the “Act for the Establishment of and Procedure for 
Intellectual Property and International Trade Court 1996 (IP&IT Act)” and established the “Central 
Intellectual Property and Intellectual Trade Court (CIPIT Court)” on 1st December 1997.  The CIPIT Court 
has jurisdiction throughout Bangkok Metropolis and other 5 provinces and discretion to take cases arising 
outside these areas.  The IP&IT Act also prepared to establish the regional intellectual property and 
international trade court by an Act which shall also specify its jurisdiction and location.1   Nevertheless, up to 
present, no regional intellectual property and international trade court has been established.  The CIPIT Court, 
therefore, has jurisdiction throughout the country.2  

In a civil case, the plaintiff may file a plaint with the provincial court where the defendant domiciles 
or with the provincial court where the cause of action occurred.  In a criminal case, the plaintiff may file a 
charge with the provincial court where the offence was committed, alleged, or believed to be committed, or 
where the accused domiciles or was arrested or where the inquiry official has interrogated the accused.  The 
provincial court shall then notify the CIPIT Court of the matter, then the CIPIT Court will accept the case for 
adjudication. 
 The Department of Intellectual Property (DIP), on the other hand, is an administrative structure of 
the intellectual property matters and is part of the Ministry of Commerce, the Executive Branch.  The patent 
office and the trademark office in the DIP are government units and the personnel working on the 
examination and the registration of patents and trademarks are government officials.  The fees are fixed by 
subordinated law and may be adjusted, reduced, or waived by Ministerial Regulations which must be 
published in the Government Gazette.3  
 The main task of the patent office is to receive and to examine applications for patents of invention, 
patent of design, and petty patent.  During the registration process, it may have to consider the oppositions to 
registration from any interested persons. 
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See  The Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court, Section 6 (Thail)  
2

See  id. Section 47  
3
 See World Intellectual Property Organization, Background Reading Material on the Intellectual Property System of Thailand, WIPO 

Publication No 686/TH(E) 97 (1993). 

 



 Similar to the patent office, the trademark office’s major task is to receive applications for trademark 
registration and to consider whether a trademark should be accepted for registration or be declined.  The 
trademark office will publish the application if it considers the trademark is qualified for registration.  The 
other important duty for the office is the availability of trademark searches.  The public or interested person 
could make a search before he files his application in order to find out if the trademark he is interested is 
identical or similar to other registered marks.4  Under Section 6(3) and 8(10) of the Trademark Act 1991, 
being the same as or similar to a trademark registered by another person is the ground for refusing or 
revocation of the application trademark.5  
 The decisions or orders with respect to applications for the registration of patents or trademarks may 
be appealed to the Patent Board or the Trademark Board, as the case may be.  Both boards generally function 
as reviewing bodies in the administrative structure.  The Patent Board composed of the Secretary-General of 
the Ministry of Commerce as Chair-person, and not more than twelve qualified members in the fields of 
science, engineering, industry, industrial design, agriculture, pharmacy, economics and law appointed by the 
Cabinet. At least six qualified members shall be from the private sector.6  Whereas, the Trademark Board 
composed of the Director-General of the Department of Intellectual Property as chairman, the Secretary 
General of the Juridical Council or his representative, the Attorney-General or his representative and no 
fewer than eight nor more than twelve other qualified persons in the fields of law or commerce with the 
experience in intellectual property or trademarks appointed by the Council of Ministers as members.  At least, 
one third of those qualified person members shall be appointed from members of the private sector.7

 The order and ruling of the Patent Board or the Trademark Board could be appealed to the court—
the CIPIT Court.  The final judgment will bind the DIP and registration authorities.  
 
B. Judge and Associate Judge 
 The Remark attached to the IP&IT Act states;  
 “[W]hereas the intellectual property and international trade case has a particular character different 
from other general criminal and civil cases.  If they are tried by the judges who, with having participated by 
the competent outsiders, possess competent knowledge in the matters relating to intellectual property and 
international trade, the proceedings will be more expeditious and appropriate…” 
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See id. 97-99  
5
 See the Trademark Act 1991 (B.E. 2534) (Thail) 

“Section 6  To be registrable, a trademark must 
(1) be distinctive; 
(2) not be prohibited under this Act; and 
(3) not be the same as or similar to a trademark registered by another person” 

“Section 8  Trademark of the following description shall not be registrable:- 
 … 
 (10) a mark which is the same as a generally famous mark, registered or not, or so similar thereto that the public might be 
confused as to the proprietor or origin of the goods; 
 
6

See the Patent Act 1979 (B.E. 2522)  Section 66 (Thail) 
…” 
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 With regard to part of the purpose of the IP&IT Act, there are two types of judges in the CIPIT 
Court, the judges and associate judges.  Currently, there are 29 judges and 127 associated judges in the CIPIT 
Court.8  The judge or career judge shall be appointed by the King from the judicial officials under the law on 
Judicial Service who process competent knowledge of the matters relating to intellectual property or 
international trade.  In practice, the Judicial Service Commission prepares and decides the list of judge 
transfer, including the number of judges in the CIPIT Court.   

Similar to the career judges, the associate judges shall be appointed by the King from intellectual 
property or international trade proficiencies selected by the Judicial Service Commission under the law on 
Judicial Service.  An associate judge shall have Thai nationality, being not less than thirty years of age, 
having been trained in the purposes of the intellectual property and international trade court and on judicial 
duties in accordance with the rules and methods prescribed in the Regulation, and having knowledge and 
expertise in intellectual property or international trade.9  On the other hand, the associate judges shall not 
have any of the prohibited characteristics specified in Section 15(5) to (9) of the IP&IT Act; for example, 
being a political official, a committee member or staff of any political party, a member of the National 
Assembly, an administrator or a member of the Bangkok Metropolitan Assembly, a local administrator or a 
member of any local council, a public prosecutor, a police officer or an attorney. 

Prior to taking office, associate judges shall make a solemn declaration before the Chief Judge of the 
CIPIT Court that they shall impartially perform their duties and preserve official secrets.  They may hold 
office term of five years, but may be reappointed to hold office for a successive term.  An associate judge 
who hears any case shall sit in that case until it is disposed of, unless he is unable to perform his duties 
because of illness or other necessity.  In such a case, the Chief Judge of the CIPIT Court shall call on another 
associate judge to replace him or her. 

A quorum is composed of three judges, two of whom must be career judges.  The third may be an 
associate judge with expertise in the topic.  Judgment or order of the CIPIT Court shall require a majority 
vote.10

 
C. Lawyer 

In general, the qualification of person who practices law in Thailand is under the Lawyers Act 1985 
which defines a lawyer as “a person who has been registered as a lawyer and a license has been issued to him 
or her by the Law Society of Thailand.”  The lawyers are not divided into barristers and solicitors, nor are 
they required to pass a bar examination as they would be in Japan or in the United States.  The Law Society 
of Thailand, legally established in 1985 and has operated to promote, educate, and supervise its members.  
To become a member of the Law Society of Thailand, an applicant must meet certain educational 
requirements and be a lawyer as defined in the Lawyers Act.  Educational requirements for membership in 
the Law Society of Thailand are that an applicant must have obtained a Bachelor’s Degree in law (LL.B) or 
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an Associate Degree in law or a certificate in law equivalent to a Bachelor’s.  To be registered and to obtain a 
lawyer’s license from the Law Society of Thailand, in most cases the candidate must complete training in 
professional ethics and the basic principles of advocacy and the legal profession. The training course is 
usually divided into two terms. In the first term, the candidate has to learn the theory of case conduct and 
professional ethics for not less than 90 hours. In the second term, he/she must practice working in a qualified 
law office for at least six months.  An exception to the training course is given to candidates who have been 
an apprentice in a law firm for over a year and have passed an examination specified by the Board of 
Governors of the Law Society of Thailand.11  There is no specific license for lawyer in Thailand, neither 
patent license nor intellectual property license.  In practice, however, several law firms aim and practice 
particularly in the intellectual property area. 

The patent and trademark law do not require an applicant to appoint the patent or trademark agent to 
act on behalf of the applicant.  As a matter of fact, the applicant may file the registration application by 
himself.  Nonetheless, to facilitate the process of patent acquisition and maintenance of rights, DIP has issued 
the announcement on the registration of patent agents.  The qualifications of patent agent required by the 
announcement are as follow;12

(1) being a graduate holding not lower than a Bachelor Degree or equivalent in Science, 
Engineering, Architecture, Law or other Bachelor Degrees requiring the study of Science as basic courses of 
not less than 12 credits and 

(2) having passed the training and workshop on patent law as prescribed by the DIP   
 
D. Intellectual Property Litigation 
 From the CIPIT Court’s statistics, the three most important intellectual property right (IPR) 
litigations are trademark, copyright, and patent.  For copyright, the infringement is directly to the exclusive 
rights of the owner of copyright.  Generally, infringement occurs when each or all of the exclusive rights are 
exercised by other persons without permission from the copyright owner.  The Copyright Act 1994 provides 
two levels of infringement—primary infringement (Section 27-30) and secondary infringement (Section 
31).13  Primary infringement is an act with respect to a protected work by an unauthorized person in the 
same manner as the exercise of exclusive rights by the owner of the copyright.  The general provision of 
primary infringement is Section 27.14  On the contrary, the secondary infringement takes place when certain 
acts are committed with the materials which derive from primary infringement—Section 31.15  
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 World Intellectual Property Organization, supra note 3, at 82. 
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15(5) is deemed an infringement of copyright: 
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 For trademark, the holder of registered trademark and well-known trademark generally can take 
action against the infringer and could petition for the following remedies: civil damages, no further use of the 
trademark by the infringers, or seizing the goods bearing the infringed mark.  In addition, the trademark 
holders may file action for removal of the trademark or mark if it was registered by another person for 
another class of goods.  For the criminal sanction, there are two laws which impose punishment on the 
offender with respect to trademark—the Trademark Act 1991 and the Criminal Code.16  The proprietor of 
non-registered mark could also take civil action if his or her trademark is used by another person in a passing-
off manner. 
 Similar to copyright and trademark litigation, the enforcement of patent rights in Thailand can 
institute either criminal action or civil action, or both.  The civil remedies provided by the law include 
damages, the order to stop the infringement and the order to prohibit further infringement.  In the same time, 
unauthorized acts against the exclusive rights in a patent are criminal offenses.  The unauthorized producing, 
using, selling, having in the possession for sale or importing the patented product shall be subject to criminal 
punishment of imprisonment not exceeding two years or a fine not exceeding 400,000 baht, or both.17

 According to the current IP system in Thailand, there are three types of remedies which are available.  
First of all, the IPR holder can take civil litigation to seek civil redress.  He is also entitled to seek urgent 

                                                                                                                                                         
 “Any person who knows or should have known that a work is made by infringing the copyright of another person and 
commits any of the following acts against the work for profit is deemed to infringe the copyright: 
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 See World Intellectual Property Organization, Background Reading Material on the Intellectual Property System of Thailand  
WIPO Publication No 686/TH(E) 1993, p.54-55. 
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remedy from an interim injunction granted by the CIPIT Court.  Furthermore, he could take criminal action 
against the infringement, by himself or through the public prosecutor. 
 (1) Civil Litigation 
  The IPR holder can bring the civil case to the CIPIT Court, due to the IP infringement 
constituted by the Copyright Act 1994, the Trademark Act 1991, the Patent Act 1979, or other IP laws.  The 
remedies which the court in a civil action usually grants to the plaintiff are damages proved by the plaintiff or 
an order to stop the infringement. 
 (2) Interim Injunction 
  Interim or preventive injunction, akin to the Anton Piller Order, is one of the most 
important remedies for infringement of IPR.  The applicant can seek a court order to prevent the perpetrator 
from infringement under Section 65 of the Copyright Act 1994, Section 116 of the Trademark Act 1991, 
Section 77 bis of the Patent Act 1979, or other IP laws.  The applicant shall state the facts establishing a 
prima facie case and the reasons sufficient for the court to believe that it is appropriate to grant such order.  
The application shall also include a statement confirming the facts of a person who witnessed the cause of 
the application, in order to substantiate such application.18

  In considering such application, the CIPIT Court shall grant the application if it satisfied that 
there is reasonable ground for the application and the time the application is filed, as well as sufficient reasons 
for the court to grant such application.  In addition, the court will examine the nature of the damage incurred 
by the applicant is such that the damage cannot be restituted by monetary measures or any other form of 
indemnity, or the prospective defendant is not in a position to compensate the applicant for his damage, or it 
might be difficult to enforce the judgment against the prospective defendant afterwards.19

 (3) Criminal Prosecution 
  All IP laws in Thailand include criminal sanction as part of the enforcement.  To enforce 
criminal sanctions, the IPR holder may either file a lawsuit in the CIPIT Court himself or report the IPR 
infringement to the police.  In the latter case, the police may make the investigation and forward the case to 
the public prosecutor.  During the investigation process, the police may decide to arrest the accused person 
and search for and seize the illegal works or product.  At present, copyright infringement is deemed to a 
compoundable offense, meaning that a settlement to abandon the case can be reached any time before the 
final judgment.  Consequently, the copyright holder must file his criminal action or notify the police with 
three months from the day the offense and the offender become known to him.  However, if the holder has 
notified the police, the period for bringing an action to court becomes five years as from the date of the 
offense.20
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E. Statistics and Ratio 
 There are several considerations favoring civil proceeding in enforcing IPR; for example21, 

(1) Burden of Proof   
Similar to those in other countries, criminal prosecution in Thailand requires the burden of 

proof beyond a reasonable doubt.  Unlike the civil plaintiff, the public prosecutor or plaintiff in criminal 
prosecution must establish the validity and infringement of IPR beyond a reasonable doubt of every fact 
necessary to constitute the offense, for example, the issue of willfulness.  To fulfill the standard of criminal 
proof, the prosecutor must prove not only the infringer knew that the work or goods in issue was the subject 
of a valid IPR and he was copying or infringing without the permission, but the prosecutor must also prove 
that the defendant knew that his act constituted IPR infringement or, at least, knew that there was a high 
probability that his acts constituted IPR infringement.  As a result of criminal standard of proof, the 
requirement of evidence, and the lack of human resources, most IPR infringers who are prosecuted in 
Thailand, usually are the low-level infringers.  

(2) Cost of Prosecution 
The cost of IPR criminal prosecution usually is high because of the issues of high standard 

of proof, high evidentiary requirement, and high technical requirement.  The shift from civil litigation by the 
IPR holders to the criminal prosecution will move all investigation and litigation costs to the government.  
 (3) Lose of Control 
  Once IPR holders choose the criminal proceeding by public prosecutors, they will lose the 
case control.  Public prosecutor might decline to take the case.  There are many reasons that public 
prosecutor should use to determine whether to take a case, for example, limited resources, the higher 
standard of proof, lack of prima facie evidence, a wariness of being manipulated by companies in a civil 
dispute.  Therefore, he might make a different decision from the IPR holders.  The loss of control will also 
cause other problems, for example, the secrecy of the information.  Most areas of IPR include secrecy of 
information, especially for the area of trade secret, know-how.  In criminal trial, IPR holders may have to 
disclose the information in the investigation and trial processes.  Due to the higher standard of proof and 
criminal defendant's right, the duty to disclose information relevant to the defendant's defense will be 
required during the trial.  In practice, this drawback might be one main disadvantage of IPR holders' stand. 
 Nevertheless, among civil litigation, interim injunction, and criminal prosecution, IPR holders in 
Thailand trend to mainly enforce criminal sanction.  The most influential reason of such practices came from 
the promotion and advertising by DIP.  DIP, a department in the Ministry of Commerce, has believed that 
criminal sanction would be the only effective tool to combat IP infringing and DIP has spent years to 
promote the widespread use of criminal sanction in Thai IPR enforcement system.  As a result, the number 
of IP criminal cases in Thailand is very high, compare to that in other countries.  Specifically, the number of 
criminal prosecutions in the CIPIT Court has been around 95% of all IP cases each year, from 1998-2005. 
 From the statistics on Table 1 and 2, Table 1 shows the increasing number of IP cases, from 1,733 
cases filed in the year 1998 to more than 5,000 cases filed in the year 2005.22  It also shows the number of 
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civil and criminal cases of copyright, trademark, and patent lawsuits which the numbers of criminal cases are 
much higher than the number of civil litigation.  Copyright and Trademark disputes are the major part of the 
CIPIT Court caseload.  The number of trademark cases filed used to be the highest number of the IPR cases, 
but the number of copyright cases has been increasing and has become the highest number of cases filed in 
year 2004 and 2005.  Compare to copyright and trademark, the number of patent case has been very low, 
both civil and criminal cases.  Table 2 shows number of civil and criminal cases of all IPR lawsuits, 
including trade secret, licensing agreement, IRP offenses under the Criminal Code.  It also shows the ratio of 
civil cases filed and criminal case filed in the CIPIT Court. 
 

Table I Statistics of IP case filed (Category) 
 

Year 1997-2004 2002 2003 2004 2005(Jan-Nov)
All IP Cases 22,806 3,739 4,174 5,566 5,287 

Copyright (Civil) 157 23 19 29 34 
Copyright (Criminal) 9,083 1,214 1,846 2,793 2,709 

Trademark (Civil) 560 83 99 83 84 
Trademark (Criminal) 12,682 2,350 2,134 2,545 2,385 

Patent (Civil) 105 28 7 35 22 
Patent (Criminal) 74 18 19 13 12 

 
Table 2 Statistics of IP case filed (Ratio) 

 
Year All IP Cases Civil Cases Criminal Cases Ratio of Criminal Cases 
1998 1,733 90 1,643 94.81 % 
1999 1,791 70 1,721 96.09 % 
2000 2,243 102 2,141 95.45 % 
2001 3,390 138 3,252 95.93 % 
2002 3,739 157 3,582 95.80 % 
2003 4,174 173 4,001 95.86 % 
2004 5,566 212 5,354 96.19 % 

2005(Jan-Nov) 5,287 174 5,113 96.71 % 
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II. Contemporary Issues on IPR Enforcement 
 
A. Civil Damages 
 In civil case, the plaintiff in an IPR infringement case usually asks for a specific amount of damages.  
The court will award a reasonable amount of damages if the plaintiff can prove his case or as the court deems 
appropriate on a case by case basis.  The civil damages are furnished in specific IP laws which include the 
compensation of the loss of benefit and expenses necessary to execute the plaintiff’s right. 

The Copyright Act 1994, Section 64 provides.  
“In the case of infringement of copyright or performer's rights, the court has the authority to 

order the infringer to compensate the owner of copyright or performer's rights with damages the amount 
which the Court considers appropriate by taking into account the gravity of injury, including the loss of 
benefits and the expenses necessary for the enforcement of the right of the owner of copyright or performer's 
rights.” 
 The Patent Act 1979, Section 77 ter, provides  

“In case of an infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent under 
Section 36, 63 or Sections 65 decies and 36, the court shall have the power to order the infringer to pay the 
owner of the patent or petty patent damages in an amount deemed appropriate by the court, taking into 
consideration the gravity of the injury including the loss of benefits and expenses necessary to enforce the 
rights of the owner of the patent or petty patent.” 
 In practice, the difficulty of assessing the amount of damages in the IPR infringing case is the lack of 
damage proof, especially by the plaintiff.  Typically, the claim will specify the certain amount of damage 
claim, but the lawyer does not provide any sufficient evidence to prove the damage claim.  In some cases, the 
party might hesitant to disclose his financial or marketing information to be examined by the court.  In the 
absence of complete evidence, the court has to calculate and set the amount of damages which the court 
thinks it is appropriated.  As a result, the party has to realize the necessity of providing proof, especially for 
the assessing of the damages. 
 
B. Invalidation of Patent and Cancellation of Trademark 
 Any patent or patent application that does not meet all requirements shall be regarded invalid.  Any 
person may raise such invalidation in any situation or an interested person or a public prosecutor may petition 
to the court to cancel such patent.  For the invalidation claim of patent, the Patent Act 1979, Section 54 
provides  

“Any patent granted not in compliance with the provisions of Section 5, 9, 10, 11 or Section 
14 shall be invalid. 

The invalidity of a patent may be challenged by any person. A petition to cancel an invalid 
patent may be submitted to the Court by any interested person or the public prosecutor.”  
 The CIPIT Court may hear different kinds of patent cases, including appeals against adverse 
decisions made by administrative bodies in the application process, the full range of patent office decisions 

 



during an application, petitions by individuals for revocation or cancellation of the patent, or appeals against 
administrative cancellation of the patent after grant.23

 For trademark, the registration may be cancelled by each of the three authorities, the Registrar, the 
Trademark Committee, and the court, subject to specific conditions.  Section 66 and 67 of the Trademark 
Act 1991 provides two main types of cancellation through the court, which are 
 (1) an interested person or the Registrar may petition the court to cancel a registered trademark by 
showing that at the time of filing the legal action the trademark had become common to the trade for certain 
kinds or classes of goods to the extent that to the business circle or the public regards the trademark in 
question had lost its meaning as a trademark.24

 (2) within five years from the date of the Registrar’s order to register a trademark, an interested 
person may petition the court to cancel a trademark registration by showing that he has a better title in the 
trademark than the person registered as its owner.25

 There are a number of cases that the better title in trademark claim by plaintiff has been confirmed 
on the ground that the plaintiff is the owner of the mark and has used such mark before the defendant 
registered the same or similar mark.26

 
C. Distinctiveness of Trademark 
 The distinctiveness of trademark is one of the three elements of trademark under the Trademark Act 
1991, Section 6 which the further definition in Section 7.27  It is generally established that there are two types 
of distinctiveness in a trademark—inherent distinctiveness and distinctiveness acquired through use. 

                                                 
23

 See Patrick Keyzer, Intellectual Property Rights, Comparative notes on law and practice in Thailand, 43 (1999). 
24

 See The Trademark Act 1991, Section 66 (Thail). 
25

 See The Trademark Act 1991, Section 67 Paragraph 1 (Thail). 
26

 Subhapholsiri, supra note 12, at 77.  Also see Supreme Court Decision No 6765/2003, (visited 2 December 2005) 
http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=86 , Supreme Court Decision No 2108/1995 (visited 2 December 

5) http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=13  200
27

 See The Trademark Act 1991, Section 6 and 7 (Thail). 
 “Section 6 To be registrable, a trademark must 
          (1) be distinctive; 
         (2) not be prohibited under this Act; 
          (3) not be the same as or similar to a trademark registered by another person. 

Section 7 A distinctive trademark is one which enables the public or users to distinguish the goods with which the 
trademark is used from other goods. 

A trademark having or consisting of any one of the following essential characteristics shall be deemed distinctive:- 
          (1) a personal name, a surname not being such according to its ordinary signification, a name of juristic person or 
tradename represented in a special manner; 
          (2) a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods and not being a 
geographical name prescribed by the Minister in the Ministerial Notifications; 
          (3) a combination of colors represented in a special manner, stylized letters, numerals or invented word; 
          (4) the signature of the applicant for registration or some predecessor in his business or the signature of another 
person with his or her permission; 

 



 Inherent distinctiveness originally exits when the trademark is made.  Due to the inherent 
distinctiveness, the trademark can distinguish the goods that bear such marks from other goods in the market.  
On the other hand, distinctiveness acquired through use is another type of distinctiveness which is obtained 
later through actual use of trademark. 
 The Trademark Act includes both types of distinctiveness in its provision.  Section 7 Paragraph 2 
enlists the elements that are deemed to make a trademark inherently distinctive.  Section 7 Paragraph 3 
further defines the rule for distinctiveness acquired through use.  Names, words, or statements which do not 
having the characteristics of inherent distinctiveness may be regarded distinctive if used as trademarks with 
goods which have been widely sold or advertised in accordance with the rules prescribed by the Minister by 
notification and if it is proved that the rules have been duly met shall be deemed distinctive. 
  
D. New Copyright Bill 
 DIP has proposed two drafts of new copyright bills and both are currently in the consideration of the 
Council of State.  There are several issues in these new laws that should be considered and some are the 
criminal penalty, collecting society, and FTA obligations. 
 The criminal penalty is one of the most important issues of these bills and still in debates.  Some 
proposals support the concept of re-grouping the criminal penalty, following the scale of infringement in 
TRIPS, Article 61 and the US laws.  In this conception, large scale infringement should be given hard 
penalty, but small scale infringement should obtain more lenient punishment.  Some proposals reinforce the 
severe criminal sanction in all levels of infringement, including to the small scale of infringement. 
 Setting up the collecting society system has been one consideration of DIP.  In point of fact, DIP 
made a preliminary study of a desirable collecting society in Thailand.  The study supports a specific law 
governing the rights and duties of the collecting society to set a balance between its power and the user’s 
reasonable interest.  This new law should deal with the collection of royalties for the use of copyright works 
and also for the use of performer’s rights according to the current copyright law.28  This is a major task that 
DIP has to consider with the fair perception and decent understanding in order to design a fair and balance 
system for all interested groups and public. 
 Furthermore, there are numerous issues related to the Free Trade Agreement (FTA) which Thailand 
has concluded and is negotiating with several countries, for example, the custom measures, issues related to 
IPR enforcement. 
 

                                                                                                                                                         
          (5) a representation of the applicant or of another person with his or her permission or of a dead person with the 
permission of his or her ascendants, descendants and spouse, if any; 
          (6) an invented device. 

Names and words not having the characteristics under (1) or (2) if used as trademarks with goods which have been widely 
sold or advertised in accordance with the rules prescribed by the Minister by notification and if it is proved that the rules have been duly 

t shall be deemed distinctive.” me
28

 Subhapholsiri, supra note 12, at 167. 

 



E. Considerations for the Japanese Associate 
 To participate in judicial process related to IP disputes in Thailand, there are some considerations for 
Japanese parties. 
 First of all, find qualified lawyer who is specialized in IP matters.  Given that Thailand does not have 
specific license for IP lawyer which we have already mentioned in the topic I.C above and the proceedings in 
the CIPIT Court are different from those in other courts, it is very important for the interested party to choose 
and assign a qualified lawyer who is competence in IP litigation.  
 Secondly, the CIPIT Court is a specialized court and has some advantages in the court proceedings.  
For example, all judges and associated judges have a profound background and are trained in the area of 
either intellectual property or international trade, as mentioned in the topic I. B, the CIPIT Court proceedings 
are speedier and more efficiency by the provisions of the Court Rule.  In most cases, those advantages 
provide an effective and efficiency result to interested parties.  Furthermore, the CIPIT Court has expanded 
international co-operations with several international organizations and universities to share and exchange 
information in order to harmonize the IPR enforcement system.  Some significant programs include the 
English database of IP dispute cases in Asian Project.  The project was initiated by the Research Center for 
the Legal System of Intellectual Property (RCLIP), join with the Waseda University, Tokyo.29  The other 
leading project is the IP Research Center which has been established in 2004, the cooperation between the 
European Patent Office and the CIPIT Court, focusing on sharing the IPR enforcement information through 
international seminars, discussions, and symposiums.  All specialized features and programs provide a better 
atmosphere for all parties to understand and utilize the fair proceedings of the court. 
 Thirdly, the difference approaches of IPR enforcement.  As mention in the topic I D, E, and II A, B, 
and C, the IPR holders in Thailand have applied the criminal sanction as the main part of IPR enforcement.  
The practices might cause some confusing proceedings to the Japanese party and other Western parties.  
Nonetheless, the laws for civil enforcement and damage claims are activated and prompt.  Each party could 
utilize the civil litigation for the better and more effective results.  The issue of the lack of damage proof in 
the topic II. A should be concerned  Moreover, the interim or preventive injunction, akin to the Anton Piller 
Order, is another important remedies for infringement of IPR that has been already pointed out in the topic I. 
D.  The party who are familiar with the interim injunction order, especially from the US or UK, can apply the 
injunction order as one of the effective tool to enforce the IPR. 

                                                 
29

 The Project is aimed to develop an English database of IP dispute cases (precedents) in Asian regions including Japan. The project 
requires relations with scholars and practitioners in the respective Asian nations to collaborate on cases and translate them into English.  
You can reach the IP database through the Internet and the website address is http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_form.php 

 



 

訪タイ報告書 

 

期 間    ：2005年 7月 29日（金）～8月 2日（火）（成田 7月 28日発、同 8月 3日着） 
訪タイメンバー： 

 今村哲也：早稲田大学法学研究科 博士後期課程・客員研究助手（WG委員） 
 三浦由美子：フリーランス通訳者（WG委員）※ 別件でタイに滞在中 

目 的    ：①IP＆IT裁判所および最高裁判所における知財紛争処理の動向調査 
     ②10月に開催するアジアセミナー（タイ編）に関する協議 
訪 問 先    ：①IP＆IT裁判所 13Ｆ裁判官室 
     ②IP＆IT裁判所 14Ｆ会議室 
     ③IP＆IT裁判所 11Ｆ裁判官室 
     ④最高裁判所 知的財産部門 裁判長室 
     ⑤IP＆IT裁判所 11Ｆ裁判官室 
   ⑥タイ警察等 
 

 

①IP＆IT裁判所 
 

日 時   ：2005年 7月 29日（金）14:00～15:00 
場 所   ：IP＆IT裁判所 13Ｆ裁判官室 
相手側：Jumpol Pinyosinwat氏 IP＆IT裁判所 判事（Chief Judge of the Court） 
大学側：今村哲也  早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 

     三浦由美子 タイ語フリーランス通訳者（ＷＧ委員） 

内容：本事業について説明。内容を若干協議するともに、原稿の執筆を依頼し、引き受け

ていただいた。大学側から８月末までに回答のサンプルを送付し、それを参考としてジュ

ンポン氏が１２月末を予定として原稿を執筆することとした。 
 

②IP＆IT裁判所 
 

日 時   ：2005年 7月 29日（金）15:00～17:00 
場 所   ：IP＆IT裁判所 14Ｆ会議室 
相手側：Suvicha Nagavajara氏 IP＆IT裁判所 長官（Chief Justice） 

Ruangsit Tankarnjananurak氏 IP＆IT裁判所 判事（Judge） 
大学側：今村哲也  早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 

     三浦由美子 タイ語フリーランス通訳者（ＷＧ委員） 

 

内容：10月に開催するセミナーについて協議し、講師としての参加の確約を得た。同席
できなかった Visit Sripibool判事および Phattarrasak Vannasaeng判事（元長官）について
は、Ruangsit Tankarnjananurak判事が報告。また、項目についての若干のヒアリングを実
施した。 

 



 

③IP＆IT裁判所 
 

日 時   ：2005年 8月 1日（月）9:00～12:00 
場 所   ：IP&IT 裁判所 １１Ｆ 裁判官室 

相手側：Visit Sripibool氏 IP＆IT裁判所 判事（Judge） 
大学側：今村哲也  早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 

      
内容：裁判官室において、アジアセミナーの打合せおよび判例の分析作業。 

 

④最高裁判所 知的財産部門 裁判長室 
 

日 時   ：2005年 8月 1日（月）14:00～17:00 
場 所   ：最高裁判所 知的財産部門 裁判長室 

相手側：Suwat Vattanahathai氏 最高裁判所判事 知的財産部門裁判長 
Udomsak Nitimontree氏 最高裁判所判事 
Phichit Kumfang氏 最高裁判所判事（以上 3名は tripletsと呼ばれているらしい） 
Boonrod Tanprasert氏 行政裁判所判事 (初代 IP＆IT裁判所裁判長） 
Maitree Sutapakul氏 最高裁判所判事 

大学側：今村哲也  早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 
     三浦由美子 タイ語フリーランス通訳者（ＷＧ委員） 
 
内容：ヒアリング。内容は以下の通り。 

・ 日本の関係者が当事者になる事案は、知的財産関連事案には多い。現在、TSUTAYA
のフランチャイズに関する事案が継続中。 

・ タイの裁判所における先例の扱いは、日本のそれと類似している。コモンロー主義は

最高裁判所の判例を判例法として認識するが、シビル・ローシステムを採用するタイ

では先例を法的拘束力のあるものとはみない。もっとも、事実上の拘束力は有してお

り、下級裁判所では尊重される。 
・ 刑事事件で没収した額の半額を被害者に還元する制度は、タイの法制度においても著

作権だけの特殊な制度である。他の知的財産にはないし、他の法分野にもない。 
・ 刑事事件において紛争を解決するという体質については、権威による強制力に頼りが

ちであるというタイの特殊性もある。 
・ 最近、あやしげな法律事務所が IPの権利者である外国企業と連絡を取って、私的に権
利執行してしまうという事例が増えている。こうした場合、実際の損害額よりも多額

を請求する場合があり、加害者も刑事事件になるおそれからそれに応じてしまう。そ

のため、一番利益を受けているのが、あやしげな法律事務所であるとの話があった。

こうした場合、代理権がないのに権利行使をしているというケースもあるようである。 
・ 執行のための令状が適切に実施されていない現状もある。そこで、最近では、執行に

関してはできるだけ令状で厳格に管理する運用を行っている。昔、IP＆IT 裁判所のチ
ャンビット判事が、裁判所が令状を発布した場合それで家宅捜索をしているかどうか

を調べたのがどれだけあるのかを調べたことがある。最近は令状の実施について厳し

く管理している。 
・ タイの加害者が違法 CDや DVD等の販売等の著作権侵害等を行っている場合に、それ



 

が違法であることを知らない場合も多い。しかし、法律を知らないことが抗弁になら

ないことは、日本と同じである。また、一方で、侵害品の購入が犯罪にならないのは、

日本と同じ。 
・ 日本では、商標侵害品等について、個人輸入であっても税関で没収する制度を検討し

ていると言うが、タイでは、個人的な輸入は自由である。 
・ 日本は中国に対してどうしているのかという質問を受けたので、日本は中国には強く

言いづらい部分があるので、欧米と協調しながら権利執行に関する政策を進めている

ようだと回答した。 
・ ＩＰ＆ＩＴ裁判所にいても、いずれ控訴裁判所に異動し、その後、最高裁の知的財産

部門に異動する。ＩＰ＆ＩＴ裁判所をでてから最高裁の知的財産部門に異動するまで

に知的財産に関するキャリアのブランクが生じる。情報が欠けたりしてもったいない

ので、連続性も考えて、控訴裁判所でもＩＰ関連の部署を作ろうとしている。また、

ＩＰ＆ＩＴ裁判所の組織改革の一つとして、ＩＰ＆ＩＴ裁判所自体を３つの部門に明

確に分けるという提案もなされている（国際貿易、知的財産、その他）。また、ＩＰ

＆ＩＴ裁判所から最高裁への上告が多いため、何らかの改革も必要と考えているよう

である。 
・ ＩＰ＆ＩＴ裁判所から最高裁への上告の是非は、罰金や懲役の高低で判断している。

その基準については、中央知的財産国際貿易裁判所設置法の控訴の項に規定されてい

る。上告の制限について検討しており、日本の例を知りたいという質問があったので、

上告受理申立制度について紹介した。 
・ 最近話題となった事案として、マイクロソフトの著作権に関する事案がある。マイク

ロソフトが違法なソフトウェアの複製を摘発するために、店頭に置いて社員が違法な

コピーがあるかどうか店員に問い合わせ、持ってきたところそれが違法な複製物だっ

た。そのもの自体を摘発することができるかどうかが問題となったが、最高裁判所は、

摘発できないと判断した。権利者が入手した物品を他に違法なものがあることの証拠

として用いることはできるが、そのもの自体が違法なものであり没収等の対象となる

ことは主張できないという。また、おとり捜査による場合も、同じの結論となる。 

・ 最高裁判所からの要望として、日本の裁判所が、裁判官が裁判を行う上での専門的知

識を補う場合に、どのような手段を用いているのかを調査して教えて欲しいという意

見があった（鑑定制度等、知的財産の問題に限らない）。 

 

⑤IP＆IT裁判所 
 

日 時   ：2005年 8月 2日（火）9:00～12:00 
場 所   ：IP&IT 裁判所 １１Ｆ 裁判官室 

相手側：Visit Sripibool氏 IP＆IT裁判所 判事（Judge） 
大学側：今村哲也 早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 

      
内容：裁判官室において判例の分析作業。 
 
 
 

 



 

⑥タイ警察など 
 

日 時   ：2005年 8月 2日（火）12:30～17:30 
場 所   ：タイ警察など 

相手側：グレッグ氏 ゴールデンゲート大学ロースクール学生（２年生） 
   タイ弁護士 
   警察官 10名程度 
 大学側：今村哲也 早稲田大学大学院法学研究科（ＷＧ委員） 
 
内容：警察の強制取り締まりに同行。詳細は以下の通り。 
タイ警察に同行し、警察による知的財産権侵害の取り締まり（レイド）に同行した。現

場はＩＰ＆ＩＴ裁判所から警察のワゴン車で４５分程度移動したバンコクの市内。裁判官

の発布した令状に基づいて、車のオイルフィルターに印刷するための印刷機材（円筒上の

オイルフィルターの表面に商標を印刷するためのスクリーンやペンキ）やこれらを量産す

るための大型装置の没収、加害者２名の逮捕を実施した。民家風のアパートメントにあっ

た量産するための大型装置と印刷のための道具・材料（スクリーンやペンキ等）の他、会

計簿・名簿（顧客の名刺）を没収した。現場のトラックに積まれていた生産品については、

令状で特定されていないので没収できなかった。被害者は日系の企業（いすず、日産、ト

ヨタ、ホンダ、ダイハツ）であり、それらが、同行した弁護士のクライアントになってい

るのだという。プジョー等の海外の企業の印刷用機材（スクリーン）もあったが、日本企

業以外の海外企業はクライアントではないので、没収の対象として令状に特定されておら

ず、放置したまま現場を撤収した。なお、本件は商標の取り締まりの事案であるが、タイ

国内で登録されているものでなければ取り締まりの対象にはならない。 
 

        
※オイルフィルターの模倣品      ※ スクリーン等を確認するタイの弁護士 
 
本件のシンジケートの仕組みは、商標の付されていないオイルフィルターが入荷され、

このアパートメントで印刷されたのち、小売りに出荷される仕組み。 逮捕された２名は

このシンジケートの自称ボスらしいが、警察は他にボスがいるものと睨んでおり、さらに

捜査が進められるらしい。２名は当初は警察とフレンドリーな感じだったが、警察に連れ

て行かれることになるとふてくされていた。 
 タイ警察は取り締まりに熱心のようであり、この日もこの事案の他にもう一件大きな事



 

件の取り締まりをするという話だった。責任者の携帯電話は始終鳴りっぱなしで、最近は

仕事がたいへん忙しいという。令状裁判官は、銃撃戦に遭遇するかもしれないので同行さ

せたくないといっていたが、今回の現場はそういう雰囲気ではなかった。 

以上 



２－６ インドネシア 
 
（１）調査報告書 
 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程 青柳由香 
早稲田大学大学院法学研究科修士課程 平山太郎 

 
 
インドネシアでは、現大統領が公約に知的財産の保護を入れたこともあり、ようや

く知的財産権に関する認識が国内に芽生えつつあるという状況であり、また同時に、

国内実務も判例を通じて形成されつつある途上にあるといえる。 
そのため、数度の調査・ヒアリングによっても明らかとされず、さらなる調査を必

要とする箇所が多々ある点はご容赦願いたい。 
 
 
知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担 
 
インドネシアでは 2002年より知的財産権に関する裁判制度の改革がなされた。 
これにより、知的財産権に特化した商務裁判所が地方ごとに新たに設立され 5つと
なっている。もともとはジャカルタ中心部にある地方裁判所に 1つ設立されていたが、
マカサル商事裁判所、メダン商事裁判所、スラバヤ商事裁判所、及びセマラング商事

裁判所でも新たに開設されたのである。 
知的財産権に関する訴えは、知的財産権の事件を審理する管轄権を有する至近の商

事裁判所へ訴えを提起する。ただし、これらの裁判所の管轄外の地域では地方裁判所

に委ねられることとなっている。なお、トレードシークレットの事件は除かれ、通常

の、地域的な裁判所管轄権に服する。 
民事の知的財産権事件は、商事裁判所を第一審裁判所とし、当事者又は敗訴当事者

は、最高裁判所に対し直接控訴を申し立てることができ、また、控訴審において当事

者は、最高裁判所に対し特別の救済措置を求めることが認められている。 
知的財産権に関する民事の事件は全て、商事裁判所及び最高裁判所の双方において、

専門的な裁判官によって審理されるが、他方、知的財産権に関連する刑事事件は、犯

罪が行なわれた場所及び被害当事者についての一般的な裁判所の管轄権に服し、地方

裁判所の決定については、高等裁判所へ控訴することができ、高等裁判所の決定につ

いての利害関係人は、最高裁判所へ上告することができ、さらに、最高裁判所の裁定

について、最高裁判所において再審理を受けることができる。 
最高裁への上告には、制限がないため上告の数が非常に多く、最高裁において下級

審の判断が覆されることも多くあり、最高裁判決が主要な判例法理の源となっている。 
最高裁判所の判事の数は合計 51名であり（訪問した時点では欠員があり 49名との



ことだった）、全判事が揃う大法廷も用意されている。ただし、大法廷は公衆の注意を

引くべき事案にのみ用いられるため、ほとんど開かれることはない。 
 
事件の審理における商事裁判所、および最高裁判所／控訴審との関係は、知的財産

権の事件がその性質上迅速なプロセスを必要とする商業的問題を含むことから、迅速

なプロセスにより当事者を害することがないように配慮がなされている。 
例えば、商標取消しの事件に関する決定は、申し立てが提出されてから遅くとも 90
日で商事裁判所によって行なわれることを要し、また、最高裁判所長官の承認がある

場合には最長で 30日間延長することができる（商標に関する 2001年の法律第 15条第
80条(8)を参照）。特許事件においても、申立てが提出されてから遅くとも 180日以内
に商事裁判所は、決定しなければならない（特許に関する 2001年の法律第 14号第 121
条(2)参照）。著作権の事件については、商事裁判所へ申立が提出されてから 90日以内
に商事裁判所は決定を行なわなければならず、最高裁判所長官の承認がある場合には、

最長で 30日間延長することが可能である。 
そして、商標及び著作権に関する控訴審の決定は、最高裁判所が控訴の申し立てを

受領した日から遅くとも 90日後に行なうことを要し（商標に関する 2001年の法律第
15号第 83条(9)、及び、著作権に関する 2002年の法律第 19号第 64条(3)参照）、特許
事件の決定は、最高裁判所が控訴の申し立てを受領した日から遅くとも 180日後に行
なうことを要する（特許に関する 2001年の法律第 14号第 123条(9)参照）。 
 
 
司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官となる者の専門性の程度 
 
最高裁判所において専門的な判事を任命することは、基本的には専門性を生み出す

ために任命するものであり、これによって、民事事件におけるような不統一性が回避

されることが期待されている。同様の取扱いは、商事裁判所の裁判官の採用において

も適用される。こうした裁判官は、法学部出身者に限られるが、商事裁判所に指名・

任命される前に、セミナーなどの一定期間のトレーニングを受けており、就任後は、

高潔性と専門性を維持しつつ、国内及び外国の双方における研修によって定期的な訓

練を受ける。商事裁判官の枠組み、昇進パターン及び地方勤務を持続的かつ良好に組

織されたものとすることになるよう配慮することは重要である。 
ただし、知的財産権に関する刑事法規の執行においては、事件は、専門的な裁判官

によって審理されるわけではない。このような二重の制度によって、理論的に、また

潜在的に、当事者が、同時に民事と刑事の両方の手続において法的措置をとった場合

に、それぞれが異なる管轄権又は裁判所で行なわれることから、民事事件と刑事事件

の間で異なるか、または逆の結果又は判決となる場合があり得る。 
 
 



司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合、また争

われる各知的財産権の割合 
 
知的財産権に関する事件のほとんどは、商標、特許、及び、著作権に関するもので

あって、商事裁判所で取り扱われている。 
2002年から 2005年 5月までの期間に行われた民事の知的財産権に関する事件につ
いての最高裁判所の決定は、約 132件であるが、その内訳は、商標事件が 113件、著
作権事件が 4件、工業デザイン事件が 10件、そして、特許事件が 6件となっており、
圧倒的に商標事件が多い。 
同時期に最高裁判所が決定を行なった刑事の知的財産権の事件は、約 44 件のみで
ある。 
なお、刑事規定については、(1)工業デザインその他を含む知的財産権は私的権利で
あり、違反・侵害に対し権利所有者の権利は保護され、また、実行者は制裁を科され

ること、(2)知的財産権は、当事者間に契約関係をもたらすビジネスの一部であること、
(3)告訴に基づかない通常の犯罪は、ほとんどの関係者が民間部門の者であるにもかか
わらず基本的には、和解は認められないこと、(4)親告罪としての刑事規定は、被害当
事者・犠牲者のみが、捜査・訴追を停止することができ、法執行者・警察は、被害報

告が正式に提出されない限り犯罪の発生について知らず又は知らないものとみなされ

ること、(5)知的財産権の刑事規定が通常のものであれば、犯罪が行なわれても、犯罪
抑制措置がとられないという事態を容認しなければならないことになること、を理由

として親告罪の規定へと変更されている。 
 
親告罪制度に基づく刑事規定は、権利の違反又は侵害を被った被害当事者に民事訴

訟若しくは刑事訴訟又はその両方を同時に行なうか否かについての選択肢を与えるも

のであり、また、達成できる期待に応じた選択肢を提供するものである。上記の制度

による選択肢は、知的財産権事件への法の執行における二重の制度によりもたらさせ

る予期しない結果又は影響を防ぐこともできるのである。 
 
＜注＞ 
現時点においては、知的財産権を規律する法律は次の通りである。 

- トレードシークレットに関する 2000年の法律第 30号 
- 工業デザインに関する 2000年の法律第 31号 
- 半導体集積回路の回路配置に関する 2000年の法律第 32号 
- 特許に関する 2001年の法律第 14号 
- 商標に関する 2001年の法律第 15号 
- 著作権に関する 2002年の法律第 19号 

 
 



司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法 
 
 インドネシアの知的財産法には、日本のような損害額を認定する規定は存在せず損

害の認定をしていない。裁判官へのヒアリングによると、この点については、裁判所

内でも改善が必要との意識があり、損害の認定ができるようになることが必要である

との認識が裁判所内にもあることがうかがえた（このことはカントリーレポートの中

でも触れられている）。 
 
 
司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果 
 
特許庁での登録の有効性の判断は裁判所でそのまま尊重されているのか、裁判所で

覆されることはないのか、などは、該当する裁判例が見当たらなかった。 
 
 
司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法 
 
商標に関する典型的な事例を早稲田大学の判例データベースより引用し、以下に紹

介する。 

 
事件番号 033 K/N/IPR/2004 
PT. MEROKE TETAP JAYA 対 PT. PETRO KIMIA GRESIK 及びDEPARTMENT OF 
JUSTICE AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA cq GNERAL 
DIRECTORY OF IPR cq TRADEMARK DIRECTORY 
 
原告は国有企業であり、1988年以来の研究開発の結果 1995年より「SP36」という
商標の下で肥料をインドネシア国内で販売している。原告は 2000 年 2 月 16 日に
「SP-36+ LOGO KEBO MAS」を商標登録しているが（登録番号 478.185）、当該商標
「SP36」はインドネシア国内で著名であった。これに対し被告が 2000年 1月に「SP36」
を（登録番号 557.206）、2002年 11月 15日に「SP-36 & LOGO」（登録番号 557.206）
を登録した事例である。被告は原告が 1995 年より「SP36」商標を使用しているとい
う事実はないとし、また 2001年法第 15号は登録商標の権利者の保護を図る旨を謳っ
ていることを主張した。 
商務裁判所は、商標の利用開始についての被告の主張は十分な証拠に欠くとし、さ

らに、文字の組み合わせ及び発音において明らかに類似性がみられ、原告の主張を支

持した。上告審においてはさらに商務裁判所の判断が支持された。 
 
 



司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項 
 
まず、知的財産権の事件に対する法の執行においては二重構造が存在することに留

意することが必要である。 
これは、民事の知的財産権事件が商事裁判所を第一審裁判所とし、影響を受けた当

事者又は敗訴当事者は、最高裁判所に対し直接控訴を申し立てることができ、また、

控訴審において影響を受けた当事者、最高裁判所に対し特別の救済措置としての民事

の審理を求めることが認められているという事実によるものである。 
知的財産権に関する民事の事件は全て、商事裁判所及び最高裁判所の双方において、

専門的な裁判官によって審理されるが、他方、知的財産権に関連する刑事事件は、犯

罪が行なわれた場所及び被害当事者についての一般的な裁判所の管轄権に服し、地方

裁判所の決定については、高等裁判所へ控訴することができ、高等裁判所の決定につ

いて影響を被った当事者は、最高裁判所へ上告することができ、さらに、最高裁判所

の裁定について、最高裁判所において再審理を受けることができる。そして、あらゆ

る審級における知的財産権に関する刑事法規の執行においては、事件は、専門的な裁

判官によって審理されるわけではない。 
上記の二重の制度は、理論的に、また、潜在的には、当事者が、同時に民事と刑事

の両方の手続において法的措置をとった場合には、それぞれが異なる管轄権又は裁判

所で行なわれることから、民事事件と刑事事件の間で異なるか逆の結果又は判決とな

る場合があり得るという点に注意が必要となろう。 
また、ヒアリングにより、インドネシアにおいて仮に日本企業が知財関連で訴訟を

行う場合について、知財紛争に適した弁護人の選定に注意を払うべきである、とのア

ドバイスを受けた。インドネシアでは未だ知的財産権に関する教育は十分ではないた

め、形式面で敗訴する場合も見受けられるためである。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜最高裁判所内にてマポン副長官（中央）らと撮影＞ 



（２）カントリーレポート 
 
インドネシアにおいて知的財産権に関する法律を執行することに関する法的側面 

 
インドネシア共和国最高裁判所 KPH.H.SOEHARTO 

I.G.AGUNG SUMANATHA 
翻訳：青柳由香 

 
Ⅰ．序文 
 
知的財産は、創造的な努力を用いた人間の知的能力の結果としての作品である。こうし

た作品は、科学、文学、芸術、技術その他であって、経済的価値を有するものが該当する。

こうした作品は、独占的権利の所有者に損害を与え、ひいては、国内的及び国際的な経済、

情報、通信、運輸、技術の急速な発展に悪影響を及ぼす違法な経済的利益を違法に得るた

めに濫用されることを防ぐために国家よって保護されなければならない。パンチャシーラ

（国家イデオロギー）及び 1945年憲法に基づき公正かつ豊かな社会を達成するために我が
国の開発のために極めて必要な作業に対する意欲を醸成する伝導的な雰囲気を生み出すた

めに、知的財産の保護を高めることが必要である。 
 
かかる期待を達成するために、インドネシアは、世界貿易機関設立協定の一部である偽

造品の貿易を含む知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に参加・署名し、これは 1994
年の法律第 7号によって承認された。この結果、インドネシアは、国内法を TRIPs協定に
沿ってハーモナイズする義務を負っている。国家及び国際的な利益を目的として、知的財

産権分野における法執行に対するコミットメントを表明している。行政府としてのインド

ネシア共和国政府は、立法府としての議会の協力を得て、既存の関係法の改正、又は、そ

れまで法律によって規律されているものについては、新規の法律の制定及び公布を行なう

ことにより知的財産権に関する法律を制定した。現時点においては、知的財産権を規律す

る法律は次の通りである。 
- トレードシークレットに関する 2000年法律第 30号 
- 工業デザインに関する 2000年法律第 31号 
- 半導体集積回路の回路配置に関する 2000年法律第 32号 
- 特許に関する 2001年法律第 14号 
- 商標に関する 2001年法律第 15号 
- 著作権に関する 2002年法律第 19号 

 
この報告書においては、我々は、著作権に関する 2002年法律第 19号、特許に関する 2001
年の法律第 14号、商標に関する 2001年の法律第 15号に限定するものとする。上記の最後
の 2つは、2001年 8月に有効に適用されるようになり、また、知的財産権に関するほとん
ど事件は、商標、特許、及び、著作権に関するものであって、商事裁判所で取り扱われて

いる。 



 
知的財産権及びその実体的問題に関する法律は、知的財産の所有者の独占的権利を保護

するために実施する上で適切なものであり、例えば、商標、及び、特許の事件の審理にお

いては、商事裁判所、及び、最高裁判所／控訴審における時間的枠組みが規定されている。

例えば、商標取り消しの事件に関する決定は、申し立てが提出されてから遅くとも 90日で
商事裁判所によって行なわれることを要し、また、最高裁判所長官の承認がある場合には

最長で 30日間延長することができるが（商標に関する 2001年の法律第 15条第 80条(8)を
参照）、特許事件においても、申し立てが提出されてから遅くとも 180日以内に商事裁判所
は、決定しなければならない（特許に関する 2001年の法律第 14号第 121条(2)参照）。著
作権の事件については、商事裁判所へ申立が提出されてから 90日以内に商事裁判所は決定
を行なわなければならず、最高裁判所長官の承認がある場合には、最長で 30日間延長する
ことが可能である。 
 
商標及び著作権に関する控訴審の決定は、最高裁判所が控訴の申し立てを受領した日か

ら遅くとも 90日後に行なうことを要し（商標に関する 2001年の法律第 15号第 83条(9)、
及び、著作権に関する 2002年の法律第 19号第 64条(3)参照）、特許事件の決定は、最高裁
判所が控訴の申し立てを受領した日から遅くとも 180日後に行なうことを要する（特許に
関する 2001年の法律第 14号第 123条(9)参照）。 
 
事件の取り扱いにおける時間的制限（時間的枠組み）は、望ましくは、知的財産権の事

件が、迅速な態様で完了することを意味し（迅速なプロセス）、知的財産権はその性質上迅

速なプロセスを必要とする商業的問題を含むことから、これによって当事者を害すること

がないようにするというものである。これに加えて、商標法及び特許法は、差止措置につ

いて定めており、また、罰則に関する従来からの既存の制度を維持している著作権法を除

く全ての知的財産権法における告訴状に基づく刑事法規と通常の刑事法規との乖離を理由

として、刑罰に関しては大きな変更がなされた。 
 
我が国には、妥当な知的財産権法があるが、不幸にも現実は、関連法についての多数の

違反又は侵害が存在し、インドネシアは、USTR の優先監視リストに掲載されており、ま
た、正義を追究する者は、知的財産権法の執行について満足していない。上記の事情に基

づき、我々は、知的財産権法の執行における我々の障害の一つは、司法及びその機関を含

む法執行担当者であることを認識しなければならない。他方、我々は、知的財産権に関す

る幾つかのあるいは多数の裁判所の決定が正義をもたらしてきていることを評価している。

こうした状況は、法の支配による法に基づく国家としてのインドネシアのイメージに影響

しかねず、また、就労意欲をそぎかねないものであること、及び、投資を促進するために

も、克服していかなければならないものである。上記に言及したことに基づき、司法当局

は、次の分野での重要な措置をとることが必要である。 
－法律 
－人材 
－制度・組織に関する問題 



 
知的財産権事件を審理する裁判官の雇用は、適切に実施される必要があり、選択・任命

される裁判官は、高い能力を有し、知的財産権に関する教育上の背景を持っている必要が

あり、こうした能力及び教育上の背景によって、事件の審理における不一致及び不統一が

減少することが高く期待されるものである。 
 
制度的及び組織的な問題に関しては、大統領令第 97 号の公布によって、我々は、イン
ドネシア全土にさらに 4つの商事裁判所を設立した。即ち、マカサル商事裁判所、メダン
商事裁判所スラバヤ商事裁判所、及び、セマラング商事裁判所であり、これらは正式に開

設された。これによって、我々は全体で 5つの商事裁判所を持っていることになったが、
残りの一つは、ジャカルタ中心部にある地方裁判所に以前に設立されたものである。上記

の商事裁判所の設立は、当事者が、知的財産権の事件を審理する管轄権を有する至近の商

事裁判所へ訴えを提起することを可能にするものである。但し、通常の、地域的な裁判所

管轄権に服するトレードシークレットの事件は除かれる。最高裁判所において専門的な判

事を任命することは、基本的には専門性を生み出すために任命するものであり、これによ

って、民事事件におけるような不統一性が回避されることが期待されている。同様の取り

扱いは、商事裁判所の裁判官の採用においても適用される。こうした裁判官は、商事裁判

所に指名・任命される前に、一定期間訓練を受けている。就任後は、高潔性と専門性を維

持しつつ、国内及び外国の双方における研修によって定期的な訓練を受けている。商事裁

判官の枠組み、昇進パターン及び地方勤務を持続的かつ良好に組織されたものとすること

になるよう配慮することは重要である。 
 
Ⅱ．親告罪として犯罪行為及び知的財産権法の執行における二重の制度 
 
トレードシークレットに関する 2000年法律第 30号第 17条(2)の刑事規定、工業デザイ
ンに関する 2000年法律第 30号第 54条(3)、半導体集積回路の回路配置に関する 2000年法
律第 15号第 95号は、これらの法律における犯罪行為は、親告罪として分類されるが、こ
れは著作権に関する 2002年法律第 19号において通常の犯罪として規定されているものと
は異なっている。後者に関しては、被害当事者・犠牲者からの報告・告訴がない場合であ

っても捜査、訴追が行なわれる（著作権に関する 2002年法律第 19号第 XIII章第 72条、
第 73条参照）。著作権法の刑事規定に適用される異なる取り扱い・措置は、著作権の違反
及び侵害事件は多数発生するが、ほとんど審理されることがないという考え方によるもの

である。 
 
刑事規定を親告罪の規定へと変更したことは、我々が、知的財産権に対する違反又は侵

害への取り組みに熱心ではないことを示すものではない。刑事規定の変更は、知的財産権

の執行に関するインドネシアにおける現状への現実的な対応にすぎない。以下は、刑事規

定が、親告罪の規定となったことについての理由である。 
 

1. 工業デザインその他を含む知的財産権は私的権利であり、違反・侵害に対し権



利所有者の権利は保護され、また、実行者は制裁を科される。 
2. 知的財産権は、当事者間に契約関係をもたらすビジネスの一部である。 
3. 告訴に基づかない通常の犯罪は、ほとんどの関係者が民間部門の者であるにも
かかわらず基本的には、和解は認められない。 

4. 親告罪としての刑事規定は、被害当事者・犠牲者のみが、捜査・訴追を停止す
ることができる。法執行者・警察は、被害報告が正式に提出されない限り犯

罪の発生について知らず又は知らないものとみなされる。 
5. 知的財産権の刑事規定が通常のものであれば、犯罪が行なわれても、犯罪抑制
措置がとられないという事態を容認しなければならないことになる。 

 
親告罪制度に基づく刑事規定は、権利の違反又は侵害を被った被害当事者に民事訴訟若

しくは刑事訴訟又はその両方を同時に行なうか否かについての選択肢を与えるものであり、

また、達成できる期待に応じた選択肢を提供するものである。上記の制度による選択肢は、

知的財産権事件への法の執行における二重の制度によりもたらさせる予期しない結果又は

影響を防ぐこともできるのである。 
 
知的財産権の事件に対する法の執行においては二重構造が存在することに留意するこ

とが必要である。これは、民事の知的財産権事件が商事裁判所を第一審裁判所とし、影響

を受けた当事者又は敗訴当事者は、最高裁判所に対し直接控訴を申し立てることができ、

また、控訴審において影響を受けた当事者、最高裁判所に対し特別の救済措置としての民

事の審理を求めることが認められているという事実によるものである。知的財産権に関す

る民事の事件は全て、商事裁判所及び最高裁判所の双方において、専門的な裁判官によっ

て審理されるが、他方、知的財産権に関連する刑事事件は、犯罪が行なわれた場所及び被

害当事者についての一般的な裁判所の管轄権に服し、地方裁判所の決定については、高等

裁判所へ控訴することができ、高等裁判所の決定について影響を被った当事者は、最高裁

判所へ上告することができ、さらに、最高裁判所の裁定について、最高裁判所において再

審理を受けることができる。あらゆる審級における知的財産権に関する刑事法規の執行に

おいては、事件は、専門的な裁判官によって審理されるわけではない。上記の二重の制度

は、理論的に、また、潜在的には、当事者が、同時に民事と刑事の両方の手続において法

的措置をとった場合には、それぞれが異なる管轄権又は裁判所で行なわれることから、民

事事件と刑事事件の間で異なるか逆の結果又は判決となる場合があり得る。2002 年から
2005年 5月までの期間に、最高裁判所は、約 132件の民事の知的財産権に関する事件につ
いて決定を行なったが、これは、113件の商標事件、4件の著作権事件、10件の工業デザ
イン事件、及び、6 件の特許事件からなるものである。同時期に、最高裁判所が決定を行
なった刑事の知的財産権の事件は、約 44件のみであった。 
 
知的財産権に関する我が国の新しい法律のほとんどの刑事規定が、告訴状に基づくもの

であるが、禁固及び罰金として課される制裁はいずれも、従前のものと比較すると十分に

厳しいものであり、これによって抑止的効果がもたらされることが期待される。以下は、

制裁に関する関連規定である。2001年法律第 14号は次の通り定めている。 



 
第 130 条：第 16 条に定める行為を行なうことによって故意かつ権利なしに特許所持者

の権利を侵害する者については、最高 4 年の禁固、及び（又は）、最高
Rp500,000,000.00（5億ルピア）の罰金を宣告する。 

 
第 131 条：第 16 条に定める行為を行なうことによって故意かつ権利なしに単純特許所

持者の権利を侵害する者については、最高 2 年の禁固、及び（又は）、最高
250,000,000.00（2億 5千万ルピア）の罰金を宣告する。 

 
第 132条：第 25条第(3)項、第 40条、及び、第 41条に定める義務の履行を故意に怠る

者については、最高 2年の禁固を宣告する。 
 
商標に関する 2001年法律第 15号第XIV章は次の通り定めている。 

 
第 90 条：他の者の登録商標と同一の標識を生産されたか又は取引きされる物品又はサ

ービスと同じ種類のものについて故意かつ権利なしに使用する者は、最高 5
年の禁固及び（又は）最高 RP1,000,000,000.00（10 億ルピア）の罰金を宣告
する。 

 
第 91 条：他の者の登録商標とその本質的部分が類似している標識を生産されているか

又は取引きされている物品又はサービスと同じ種類のものに故意かつ権利無

しに使用する者は、最高 4年の禁固及び（又は）最高Rp800,000,000.00（8億
ルピア）の罰金を宣告する。 

 
第 92 条第(1)項：他の者の地理的表示と同一の標識を登録されている物品と同じ種類の

ものに故意かつ権利無しに使用する者は、最高 5年の禁固及び（又は）最高
Rp1,000,000,000.00（10億ルピア）の罰金を宣告する。 

 
第 92 条第(2)項：他の者の地理的表示とその本質的な部分が類似している標識を登録さ

れている物品と同じ種類のものに故意かつ権利無しに使用する者は、最高 4
年の禁固及び（又は）最高Rp800,000,000.00（8億ルピア）の罰金を宣告する。 

 
第 92 条第(3)項：侵害物品の実際の出所についての表明又は登録されている物品若しく

は地理的表示に基づき保護されている物品の模倣物品であることを示す文言

は、第(1)項及び第(2)項に定める規定の適用を害するものではない。 
 
第 93 条：物品又はサービスを表示する根拠に基づき保護されている標識を故意かつ権

利無しに使用する者は、これによって物品又はサービスの出所について人々

を欺罔するか誤解させる可能性がある場合、最高 4年の禁固及び（又は）最
高Rp800,000,000.00（8億ルピア）の罰金を宣告する。 



 
第 94条条第(1)項：第 90条、第 91条、第 92条及び第 93条についての侵害に由来する

物品又はサービスであることを知っているか又は知り得るべき物品又はサー

ビスを取引きする者は、最高 1年の禁固及び最高Rp200,000,000.00（2億ルピ
ア）の罰金を宣告する。 

 
第 94条第(2)項：第(1)項に定める犯罪は侵害である。 

 
第 95条：第 90条、第 91条、第 92条、第 93条及び第 94条に定める犯罪は、告訴状の

対象となる犯罪である。 
 
上記の刑事規定によれば、裁判所の決定は、抑圧的かつ懲罰的機能を同時に果すもので

あり、抑止的効果をもたらすことができるものと思われる。しかし、実際には、知的財産

権に関する幾つかの裁判所の決定は、次の理由から満足すべきものではないと考えている。 
 

1. わずかな禁固刑及び罰金刑は、抑止効果をもたらしていない。 
2. 犯罪を実行するために用いられた証拠・機器は、裁判所の決定に基づき被告人
に返却され、この結果、機器は、同一の犯罪の再犯のために再度使用される

可能性がある。 
3. 保護観察は不公正であり、抑止効果がない。 

 
こうした問題を認識し、最高裁判所は、研修、ワークショップ、セミナー等を通じた裁

判官の人材構築強化による全ての審級での裁判所の決定の質の改善に取り組んだ。 
 
こうした最高裁判所の取り組みにかかわらず、2004 年の法律第 5 号により改正された

1985年法律第 14号第 30条に定める規定によってまだ障害が存在している。同条は主とし
て次の通り定めている。控訴において最高裁判所は、次の理由により全ての裁判所の決定

を却下するものとする。 
1. 裁判所が、管轄権がないか又は管轄権の範囲を逸脱した場合 
2. 有効な法律を誤って適用したか、又は、回避した場合 
3. 法律によって必要とされる要件を満たすことなく、これによって決定が取り消
されるおそれがある場合 

 
上記の規定によれば、最高裁判所は、下級審の裁判所の決定が軽すぎることのみを理由

として下級審の裁判所の決定を無効にするか又は却下する権限はないと解釈することがで

きる。我々としては、決定の根拠となる法的な理由付けが十分に検討されていないか又は

ない場合に制裁が課される場合を除き、刑罰の内容が、最高裁判所が下級審の決定を無効

とするか却下するための唯一の理由にはなり得ないと結論づけている。 
 
知的財産権に関する法の執行は、十分に法律を執行している国にとっては、それが経済



発展に影響することになるものであるため、国際的な関心を集めている。知的財産権に関

する法の執行は国内外の投資家が考慮する重要な要素の一つであることに留意することは

重要である。 
 
Ⅲ．緊急差止措置、手続上の問題、損害、及び、損害額を算定するための評価方法 
 
知的財産権に関する紛争解決及び訴訟が、商事裁判所の管轄に服する場合、法律施行上

の複雑な問題が生じてくる。"Penetapan semetara Pengadilan"（以下においては「緊急差止命
令」と言うものとする）は、我が国の裁判所においては新しい制度あるいは実務であるが、

これは、TRIPs協定第 50条第 3項において定められている暫定的措置を採用したものであ
り、アングロサクソンの多くの国々において存在し発達してきた法律実務である。 
 
特許に関する 2001年法律第 14号第XIII章の第 125条から第 128条まで、商標に関する

2001年法律第 15号第XII章の第 85条から第 88条まで、及び、著作権に関する 2002年法
律第 19号第XI章の第 67条から第 70条までに定められている緊急差止命令は、主として
Anton Piller Order事件（Anton Piller KG 対Manufacturing Processes Ltd. 1976年）に由来する
差止措置に類似している。Anton Piller Orderに関しては、これは、侵害された知的財産権
の所有者が申し立てた要請に対し裁判官が発出した裁判所の命令に関するものであり、商

事裁判所の裁判官は、侵害者に対し、権利所有者の弁護士、又は、中立の第三者（独立の

弁護士）が、証拠の調査、又は、証拠を保全し証拠隠滅を防ぐために侵害者の建物に立ち

入ることを認めるよう命じたものである。商事裁判所の裁判官の命令は、一方当事者の申

し立てによるものであり、この命令は迅速に発出され、独占的な権利所有者を保護するも

のであった（迅速かつ効果的な措置）。Anton Piller Orderを要請するにはとりわけ次の要件
が必要である。 

－ 申立人が、知的財産権の正当な所有者であること。知的財産権の所有者であ

ることに関する証拠を同封することによる。 
－ 申立人は、侵害者が知的財産権を侵害する違法行為を行なったことを証明す

ることを要し、かつ、侵害者が、証拠の破棄及び隠匿を行なう可能性につい

ての顕著な兆候があること。 
－ 申立人は、緊急差止措置に関する裁判官の命令が発出されなかった場合、権

利所有者に回復不可能な損害をもたらすものであることを証明することがで

きることを要する。 
 
商事裁判所の緊急差止命令を実施する上での問題は、適切な手続法を欠いていることであ

る。即ち、既存の法律はこれについて詳細な規定をおいていない。例えば、特許法及び商

標法は、概括的な関連規定をおいているにすぎない。緊急差止命令は、申立人が、本案を

商事裁判所に提起する前に申立人によって要請されるものである。違反又は侵害が明らか

であり、いずれかの商事裁判所に、訴訟が提起されていないことについての一応の証拠

（prima facie evidence）が要請の根拠となる。インドネシアの民事訴訟法（HIR/RBG）は、
provisiの決定について定めているが、これは、当事者がHIR第 186条及びRbg第 191条に



定める裁判所に訴えを提起した後においてのみ要請することができるものである。HIRに
基づく provisiについての裁判所の決定は、知的財産法に基づく緊急差止措置又は暫定的措
置とは明らかに異なるものである。2001年法律第 15号第 85条は次の通り定めている。適
切な証拠に基づき、権利が侵害された当事者は、商事裁判所の裁判官に対し、次に関する

緊急差止命令を発出するよう要請することができるものとする。  
－ 商標に関する権利の侵害となるとの主張の対象となっている流通経路に入る

ことの阻止 
－ 関連する標識の侵害に関する証拠の保全 

 
緊急差止措置の適用は、権利所持者が、行為者による侵害の継続を阻止する目的で実施

されるものである。商標についての権利の所持者は、商標の所有権に関する証拠を添付の

上、商事裁判所に申立書を提出することができる。侵害が明らかであることを示す一応の

証拠（prima facie evidence）、物品に関する文書、及び、要請の対象となっている物品の価
値に相当する担保金について 2001年法律第 15号第 86条において規定されている。緊急差
止命令は、他の者の権利を侵害する疑いがある物品が、輸入を含め、流通経路の入ること

を阻止するためにも商事裁判所に要請することができるものである。 
 

緊急差止措置に関しては、2001年法律第 14号第 125条は、次の通り定めている。 
－ 「特許の実施によって損害を被るおそれのある当事者の要請に基づき」商事

裁判所は、次の効力を有する緊急差止命令を発出することができるものとす

る。 
－ 特許及び特許に関連する権利の侵害の継続を阻止すること。特に、特許及び

特許に関連する権利を侵害すると主張されている製品が、輸入を含め、流通

経路に入ることを阻止すること。 
－ 証拠隠滅を防止するために、特許及び特許に関連する権利に関する証拠を保

全すること。  
－ 被害を被った恐れのある当事者に対し、当該当事者が、特許及び特許に関連

する権利について真に権利を有しており、当該権利が侵害されていることに

ついての証拠を提供するよう要請すること。 
 
特許法及び著作権法に基づき商事裁判所が発出する緊急差止命令は、申立人に対し、担

保の提供を要請するものではないが、特許に関する 2001年法律第 14号第 128条は、さら
に次の通り定めている。緊急差止命令が取り消された場合、被害を受けた可能性のある当

事者は、差止命令によって被る損害について緊急差止命令を要請する当事者に対して、請

求の申立を行なうことができる。上記については、影響を被る当事者は、緊急差止命令に

よって被るおそれのある被害についての補償を得るために法的措置をとるべきものと解釈

することができる。 
 
商事裁判所が発出する緊急差止命令を実施する上では、多数の問題が生じるが、中でも

差止命令を執行する権限は、裁判所書記官、強制執行官、その他のいずれなのか、及び、



如何に実施するかがとりわけ問題である。緊急差止命令の執行は、その性質上、通常の民

事事件における没収の実施と比較した場合、大きく異なるものである。なぜならば、知的

財産権の事件は、会社及びその従業員に影響を及ぼしかねない営業活動に関係しているも

のだからである。こうした事情を考慮して、緊急差止命令の期間は、裁判所の命令の発出

の日から最長で 30日間であり（商標法第 87条、及び、特許法第 127条参照）、期間が経過
した後については、当該事件を審理した商事裁判所の裁判官は、緊急差止命令を追認、修

正又は取消すか否かを決定するが、緊急差止命令が上級審に対し異議を申し立てることが

できるかいなかという問題がある。商標法の解説によれば、緊急差止命令は終局的かつ拘

束力を有するものであり、特許法は、商事裁判所の緊急差止命令が終局的かつ拘束力があ

るものであるということを明示的に定めているものではないが、同命令が 30日間のみ存続
するものであることから、論理的には、救済措置あるいは異議申し立ての対象とはならな

いことから、救済措置あるいは異議の申し立てを利用できず、高等裁判所及び最高裁判所

への抗告は双方とも認められないこととなる。いずれにせよ、緊急差止命令を如何に実施

するかについての規定の欠如は、あらゆる裁判所の判決及び決定は、最高裁判所に対し控

訴を求めて上訴することができると定める最高裁判所についての2004年の法律第5号によ
って改正された 1985年の法律第 14号第 30条に影響し得るが、緊急差止命令について十分
な規定が置かれていないことから、実施あるいは執行することは困難である。このため、

あらゆる利害関係者及び権限を有する当局は、協議を行い、ともに貢献することが必要で

ある。手続法における規定の欠如は、論理的には、最高裁判所規則（PERMA）の発出に
よって克服することができるものであり、2004年の法律第 14号第 79条は次の通り定めて
いる。「最高裁判所は、法律において十分に規定されていないと思われる事項がある場合は、

円滑な正義の執行のために必要な問題についてより詳細に規定することができるものとす

る」。 
 
他に行なうべき重要な事項としは、該当する緊急差止命令を良好に適用している国々に

ついての比較研究がある。米国は、NBAバスケットボールの試合に関連する事件について
緊急差止命令の実施に成功している。 
 
損害に関連して、商事裁判所において裁判官が緊急差止命令を取り消した場合、商標法

は、影響を被る当事者に対し自動的に担保金を支払うべきことを定めている。担保金より

も損害額が大きい場合には、損害額を誰が決定し、如何に執行するかという問題が生じる。

上記の全ての問題は、法律によっては十分に規定されておらず、潜在的には、これによっ

て、明確に規定がなされなければならない手続法に関連する問題が生じる（法の適正手続）。

その一部として、知的財産権法を執行する上での損害額の決定の評価方法は、複雑な問題

であり、実施上の問題を生じる可能性がある。今日において、損害賠償を請求する原告に

対しその請求を認める際に、最高裁判所が使用する損害額の評価方法は、（インドネシア民

事訴訟法／HIRに基づいて）求められている請求額を明らかにし証明することができるも
のでなければならない。損害額を算定するための評価方法は、2001年法律第 15号第 76条
を含め、知的財産権法によっては十分には規律されておらず、その解説も、この点につい

ては十分には明かにしていない。このため、他の国の実務及び制度についての比較研究が



必要である。 
 
上記に言及したことの一部として、我々には、知的財産権法の執行上の基本的な問題が

あるが、これは、民事の知的所有権に関する事件に関する手続法、特に、特許に関する 2001
年法律第 14号及び商標に関する 2001年法律第 15号の紛争解決に関する章が、最高裁判所
への特別抗告あるいは民事再審という救済手段について規定しておらず、これによって、

民事再審の申し立てを認めるか否かという法律に関する疑問が生じる。2004年法律第 5号
により改正された最高裁判所に関する 1985年法律第 14号を適用することによって、最高
裁判所への民事再審を求めての特別抗告が認められる。また、2004年法律第 5号で改正さ
れた 1985年法律第 14号が、民事再審事件を審理するための時間的枠組について言及して
いないことから、審判に配分する時間的枠組みについての疑問が生じる。 
 
民事再審の審理には時間的制限がないという点において、制限がないことから、第一審

の裁判所及び控訴審レベルで実施されているような迅速な手続の実現を達成することがで

きない。特許に関する 2001年法律第 14号第 122条は次の通り定めている。「第 121条第(3)
項に定める商事裁判所の決定については、控訴のみを申し立てることができるものとする」。

これは次の通り定めている商標に関する2001年法律第15号第82条の規定に沿ったもので
ある。「第 80条第(8)項に定める商事裁判所の決定については、控訴のみを申し立てること
ができるものとする」。 
 
商標及び特許に関する法律の上記の二つの条項は、二つの規定が「控訴のみを申し立て

ることができるものとする。」という同一の文言を有していることを示すものである。 
「のみ・・・できる」という文言は、商事裁判所の決定については、その唯一の救済手

段は、最高裁判所に対する控訴のための上訴に制限されていることを意味しているか示す

ものである。上記の解釈に基づけば、民事再審は、認められるべきものではないが、他方、

法的確実的のためには、明確かつ確定的な規定を定めることが必要である。上記の問題を

解決するために、最高裁判所は、インドネシアの全ての裁判所の頂点にあるものとして、

知的財産権の事件について民事再審を認めるべきか認めるべきでないかについて明確な立

場をとり、国民及び下級の裁判所に対して法的確実性を提供すべきである。 
 
この問題についての法的な疑問は、インドネシアの法執行における実務によって克服さ

れてきた。最高裁判所は、司法に関する 2004年法律第 4号第 23条を適用することによっ
て知的財産権の事件についての民事再審という特別の救済手段を認めてきた。同条は、恒

久的な法的効力を獲得した裁判所の決定については、民事再審を請求することができる旨

規定している。知的財産権に関する既存の法律は、民事再審を特別の救済手段としては一

切言及していないにもかかわらず、影響を被る当事者は、最高裁判所に対し民事再審の申

立を行なうことができるのであり、最高裁判所は、2005年法律第 5号によって改正された
1985年法律第 14号を根拠として、申し立てられた民事再審を審理し決定を行なうことに
なる。 

ジャカルタ、2006年 2月 
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I. PREFACE  
 

Intellectual Property are works resulting from intellectual capacity of man with 
creative efforts. Those works cover science, literature, art, technology etc. which have 
economic value. Those works must be protected by the state to avoid being abused for 
economic gain illegally which causes damages to the owner of the exclusive  right, more 
over due to the rapid development in economy, information/ communication, 
transportation, technology  domestically  and internationally. Protection for IPR must be 
increased to create conducive atmosphere  to develop a courage to work which is much 
needed for our national development to achieve  just and   prosperous society based on 
Pancasila ( National Ideology ) and 1945  Constitution.   

 
In order  to achieve that expectation , Indonesia have participated and signed  

agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right including Trade  in 
Counterfeit Goods /TRIPS  which is part of the agreement establishing the world trade 
organization which  was ratified with law No. 7 year 1994, consequently Indonesia is 
obligated  to harmonize its law to be in line with TRIPS. Showing its commitment in law 
enforcement in the area of  IPR both for the sake of national and international interest. The 
government of  Republic of Indonesia as executive body with the cooperation  of 
Parliament as Legislator  have enacted constitutes/law of IPR both by revising the existing 
law concern or formulating and promulgating a new one, in term they are not governed by 
law  yet  previously. At present we do have some constitutes/ law governing IPR as 
follows: 

- Law no.30 year 2000 on Trade Secret  , 
- Law no.31 year 2000 on Industrial Design, 
- Law no.32 year 2000 on  Layout Designs of Integrated Circuits, 
- Law no.14 year 2001 on Patent, 
- Law no.15 year 2001 on Trade Mark, 
- Law No.19 year 2002 on Copy Right  

 

 



In this report we confine on law no.19 year 2002 on Copy Right , law no.14 year 
2001 on Patent and law no.15 year 2001 on Trade Mark, which the last two mentioned law 
above commenced to be effectively applied on August 2001 and most intellectual cases 
goes to the Commercial Court  involving trade mark , patent, and copy right. 
 
 Learning the number of law we have regarding intellectual property right  and their  
substantive matters, they are adequate to be implemented to protect the exclusive  right  of 
the intellectual property  owner, for instance in hearing the trade mark  and patent cases 
time framing is stipulated  both  in the level of commercial court and supreme court / 
cassation e.g.; the decision of the cancellation of trade mark case must be rendered by the 
commercial court 90 days at the latest after the claim is filled and can be  extended 30 
(thirty) days  at the latest up  on the approval  of the supreme court  chief justice ( vide 
article 80 (8) law no.15 year 2001 on Trade Mark),  where as in patent case it must be 
rendered  by the Commercial court  in 180 ( one hundred and eighty ) days at the latest  
after the date of the claim  is filed (vide article 121 (2) law no.14 year 2001 on Patent ). 
Copy right case must  be rendered by commercial court in 90 ( ninety ) days  since the 
filing of the claim in Commercial Court  and it can be extended  30 ( thirty) days  at the 
latest up on the approval of Supreme Court Chief  Justice. 
  
 The decision of the cassation  of  trade mark and copy  right  cases  shall be made at 
the latest  90 ( ninety)  days after the date on which the Supreme Court received the request  
of appeal (vide article 83 (9)  law no.15 year 2001  on Trade Mark and article 64 (3) law 
no.19 year 2002 on Copy Right ), where as the decision of patent case shall be made at 
latest 180 ( one hundred and eighty ) days after the date on which the Supreme Court 
received the request of appeal ( vide article 123 (9) law no.14 year 2001 on Patent ). 
 
 The limitation of time ( time framing ) in handling the case, is hopefully meant that 
intellectual property cases can be completed in a expeditious  manner  ( speedy process ) so 
it will not harm the parties  since  the nature of  IPR is involving commercial  matter  which 
need speedy process. In addition  trade  mark  and patent law  stipulate on injunction and  
there are  great change regarding to  criminalization  due to the diversion of common 
criminal act  to the criminal act based on warrant complaint in all IPR law except on copy 
right law which maintain the previous existing system on penalty. 
 
 Although we have adequate IPR law, but unfortunately in reality there are many 
violation and infringement against the law concerned, the indication of this situation, 
Indonesia is being listed by the USTR as priority watch list and some justice seekers are not 
satisfied due to the enforcement of IPR law. Based on those above atmosphere, we have to 
acknowledged  that in enforcing  IPR law we do have obstacles involving  one among 
those obstacles is law enforcer, including judiciary and its apparatus . In the other hand we 

 



do appreciate  that some/many court decisions on IPR have brought justice. Those situation 
must be overcome since it may influence Indonesia’s image as state based  on law in 
managing the supremacy of law and it can discourage the spirit to work and to boost  
investment .  Based on those mentioned above the judicial body must take essential steps in 
the area of ;   

- law 
- human resources 
- institutional/organizational matters 

 
Recruitment of judges who hear IPR cases must be accurately done and those who 

are selected and appointed must satisfy the high qualification and have educational back 
ground on IPR, with those qualification and educational background less disparity and 
inconsistency is highly expected in hearing the case. 

 
Regarding to institutional and organizational matters by the issuance of presidential 

decree No.97 year …… recently  we established  4 more commercial courts  across 
Indonesia e.g.: Commercial Court  of  Makasar , Commercial Court of Medan, 
Commercial Court of Surabaya and Commercial Court of Semarang  which were  
officially inaugurated /opened.  By doing so now entirely we have 5 (five) commercial 
court , one was previously established in district court of central Jakarta. The establishment 
of those above mentioned commercial courts is meant to help justice seekers/ the parties to 
bring their case  to the nearest commercial court  which have the jurisdiction to hear IPR 
cases except trade secret case which  goes to the general/district court jurisdiction. 
Appointing specialized justices in the supreme court is basically designated  to create 
specialization and by doing so hopefully  inconsistency  in the area of civil cases are 
avoidable. The same treatment is applied in recruiting commercial court judges . They are 
trained in a certain period of time before appointed and assigned in the commercial court. 
After they are on duty, maintaining their integrity and professionalism, they are periodically 
trained through in house  training both domestically and a broad.  It is important to bear in  
mind that sustainable and well organized scheme and pattern of promotion and tour of duty 
of commercial judges is considerable.  

 
II. CRIMINAL ACTION AS COMPLAINT WARRANT AND  DUALISM  

SYSTEM  IN  ENFORCING  IPR  LAW.  
 ̀

Criminal provision in the law No. 30 year 2000 on Trade Secret article 17 (2), law 
no. 31 year 2000 on Industrial Design article 54 (3), law No 32 year 2000 on layout design 
of integrated circuits article 43 (3), law No 14 year 2001 on Patent  article 133 and law No 
15 year 2001 on Trade Mark article 95 state that criminal action on those mentioned law 
are categorized as complaint warrant where as such thing is differently stipulated in the law 

 



no. 19 year 2002 on copy right which state the act as common offence which shall be 
investigated and prosecuted although there is no report / complaint from the effected party / 
victim. (vide chapter XIII article 72 – 73 law no. 19 year 2002 on copy right). The different 
treatment / measures applied to copy right law on criminal provision with the opinion that 
large number of violation and infringement against copy right occur and can be barely seen.  

 
Change of criminal provision to be complaint warrant is not indication that we have 

less commitment to tackle violation/ infringement against IPR. The change of criminal 
provision is merely realistic response to our real situation in Indonesia regarding to IPR 
enforcement. These mentioned bellow are some reason why the criminal provision are 
designated as complaint warrant: 

 
1. IPR including industrial design and others are private right, and the right holder 

whose right are protected against violation / infringement and the doers is 
imposed penalty. 

2. IPR is part of business which bring the parties involve to have contractual 
relationship among them . 

3. In common crime / not based on complaint warrant basically amicable 
settlement is not allowed although most parties involve come from private 
sectors. 

4. In criminal provision based on complaint warrant only the effected party/victim 
can stop the investigation/prosecution. The law enforcer/ police do not know or 
are deemed not knowing that crime is committed if there is no victim report 
formally filed. 

5. Being a common crime in criminal provision of IPR bears burden if up on the 
commission of a crime repressive measures is not taken. 

 
The criminal provision with complaint warrant system provide the effected party 

whose right is violated / infringed an option whether to take legal action through civil or 
criminal procedure or take both of them at once and the option taken depend on the 
expectation to be achieved. The option given by the system mentioned above can also 
prevent the unexpected result / implication caused by dualism jurisdiction in enforcing the 
law on IPR cases.  

 
It is necessary to notice that there is a dualism in enforcing the law on IPR cases due 

to the fact that civil IPR cases go to the commercial court as first instance court and the 
effected / losing party may file an appeal for cassation directly to the supreme court and the 
effected party in the appeal / cassation are allowed to do an extraordinary remedy / civil 
review to the supreme court. All civil IPR cases both in the level of commercial court and 
supreme court are heard by specialized judges and justices, in the other hand criminal cases 

 



which relate to IPR go to the each general court jurisdiction in which the loco / place of the 
offence is committed and the effected party up on the district court decision may file and 
appeal to the high court and up on the high court verdict the effected party may file and 
appeal for cassation to the supreme court and up on the supreme court’s award, remedy of 
review is available in the supreme court. In enforcing criminal law on IPR in all levels, the 
cases are not heard by specialized judges and justices. That dual system above theoretically 
and potentially might bring different and contrary result / decision between civil case and 
criminal case when the parties take legal action both through civil and criminal procedure 
at once. Up to now within the period of 2002 until May 2005 supreme court has rendered 
approximately 132 civil IPR cases which comprising of 113 trade mark cases, 4 copy right 
cases, 10 industrial design cases, and 6 patent cases where as in the same period in the area 
of criminal IPR cases Supreme Court has rendered approximately 44 cases only. 

 
Although most criminal provision of our new law of IPR based on complaint 

warrant but penalty which can be imposed both on imprisonment and fine are severe 
enough compared to their predecessor, hopefully these will bring deterrent effect. These 
mention bellow are some of the penalty concern e.g.: law No 14 year 2001 says:  

 
Article 130: any person who deliberately and without right infringes the right of 
Patent Holder by committing any of the act as referred to in article 16 shall be 
sentenced to imprisonment of at most 4(four) years and / or a fine of at most Rp. 
500,000,000.00 ( Five hundred millions Rupiah).  
 
Article 131: any person who deliberately and without right infringes the right of 
simple patent holder by committing any of the act as referred to in article 16 shall be 
sentenced to imprisonment of at most 2 (two) years and/ or a fine of at most Rp 
250,000,000.00 ( Two hundred and fifty millions Rupiah).   
 
Article 132: any person who deliberately fails to fulfill the obligation as referred to 
in article 25 paragraph (3), article 40, and article 41 shall be sentenced to 
imprisonment of at most 2 (two) years : 
Where as law No 15 year 2001 chapter XIV on Trade Mark stipulate as follows: 
 
Article 90: any person who deliberately without right uses a mark which is identical 
to a registered mark of another party for the same kind of goods and / or services 
produced and / or traded shall be sentenced to imprisonment for a maximum period 
of 5(five) years and/ or a fine of a maximum amount of Rp1,000,000,000,000.00 
(one billions Rupiah). 
 

 



Article 91: any person who deliberately without right uses a mark which is similar 
in its essential part to a registered mark of another party for the same kind of goods 
and / or services produced and / or traded shall be sentenced to imprisonment for a 
maximum period of 4 (four) years and/or a fine of maximum amount of Rp 
800,000,000.00 (Eight hundred millions Rupiah). 
 
Article 92 paragraph (1): any person who deliberately and without right uses a mark 
which is identical to a geographical indication of another party for the same kind of 
registered goods shall be sentenced to imprisonment for maximum period of 5 
(five) years and / or a fine of a maximum amount of Rp1,000,000,000,000.00 ( one 
billions Rupiah).   
 
Article 92 paragraph (2): any person who deliberately and without right uses a mark 
which is similar in its essential part to geographical indication of another party for 
the same kind of registered goods shall be sentenced to imprisonment for maximum 
period of 4 (four) years and / or a fine of a maximum amount of Rp 800,000,000.00 
(eight hundred millions Rupiah). 
 
Article 92 paragraph (3): the representation of actual origin of goods which result 
from an infringement or words which indicate that the goods concern are the 
imitation of registered goods and protected under geographical indication shall not 
prejudice the applicability of provisions referred to in paragraph (1) and Paragraph 
(2). 
 
Article 93: any person who deliberately and without right uses a sign which is 
protected under sources of indication on goods or services that are likely to deceive 
or mislead people as to the origin of the goods or services concerned shall be 
sentenced imprisonment for maximum period of 4 (four) years and / or a fine of 
maximum amount of Rp 800,000,000.00 (eight hundred millions Rupiah). 
 
Article 94 paragraph (1): any person who trades goods and / or services that are 
known or shall be known that the goods and / or services resulted from the 
infringement to in article 90, 91, 92,93 shall be sentenced to imprisonment for a 
maximum period of  1 (one) year and a fine of maximum amount of Rp 
200,000,000.00 (two hundred millions Rupiah). 
 
Article 94 paragraph (2): the criminal offences as referred to in paragraph (1) shall 
be infringement. 
Article 95: the criminal offences referred to in article 90,91,92,93, and 94 shall be 
offence that warrant complaint.   

 



 
Over viewing those above criminal provisions, the court decision must be able to 

cause deterrent effect so it can convey repressive and preventive measured at once. In 
reality some people do find that some court decision on IPR are not satisfactory which 
some reasons as follows: 

1. Slight punishment on imprisonment and a fine which bring no deterrent effect , 
2. Evidences / devices which were used in committing the crime returned to the 

defendant based on the court decision and consequently those devices might 
be reused to recommit the same crime, 

3. Probation which is considered unjust and bring no deterrent effect  
 

Realizing those problems, Supreme Court has made effort to improve the quality 
of court’s decision in all level by strengthening human resources capacity building of 
judges and justices through training, workshop, seminar, etc. 

 
Despite of those Supreme Court’s effort we do still have some obstacle due to the 

provision stipulated in article 30 law no. 14 year 1985 which is revised by the law no. 5 
year 2004, mainly says as follows , in cassation the Supreme Court shall overrule decision 
from all courts on the grounds  that the courts :      

1. Did not have jurisdiction or transgressed the limits of its jurisdiction , 
2. Mistakenly applied or evaded the law that is in effect  
3. Neglected to fulfill the conditions required by law and such failure threatens to 

revoke the decision .  
 

Learning those article above, it can be interpreted that the Supreme Court has no 
power to annul /overrule court decision of the lower level merely with the reason that such 
decision is too slight. We conclude that the term of penalty can not be a single reason for 
the Supreme Court to annul or overrule lower court’s decision, except the penalty is 
imposed not sufficiently considered  or lack of legal reasoning to support the award .  

                     
The law enforcement of IPR does attract International attention, since any country 

which successfully enforce the law it will influence its economic development. It is 
important to bear in mind this is one of essential factors taken in to account by domestic 
and foreign investor. 

 
III. IMMEDIATE INJUNCTION AND SOME PROSEDURIAL PROBLEM 

DAMAGES AND METHOD OF ASSESING TO  ACCOUNT  AMOUNT 
OF DAMAGES. 

 

 



When dispute settlement and litigation of IPR go to commercial court jurisdiction, it 
bring complicated problems to implement the law.  
Penetapan  sementara Pengadilan here in after called immediate injunction is a new 
institution/ practice in our court which is adopted from article 50 TRIPS section 3 stipulates 
provisional measures, legal practice which exists and develops in many Anglo Saxon 
countries.  
 

Learning the immediate injunction stipulated in chapter XIII, article 125 to article 
128 law no.14 year 2001 on Patent and chapter XII , article 85 to article 88 law no.15 year 
2001 on Trade Mark and chapter XI article 67 to article 70  law no.19 year 2002 on Copy 
Right, mainly  they have similarity with injunction derived from the case Anton Piller 
Order ( Anton Piller KG versus manufacturing processes Ltd 1976 ) regarding to Anton 
Piller Order, which is a court order issued by a judge up on the request filed by the owner 
of Intellectual Property , whose right is being infringed , in which the judge of the 
commercial court order  the infringer to allow the attorney of right holder or a neutral third  
party (independent solicitor ) to enter the infringer premises to investigate and/or to keep 
and prevent the elimination of evidence. The order of the commercial court judge  is ex 
party which is swiftly taken and to protect the exclusive right holder ( prompt and effective 
measure ). 
Some requirement to request Anton Piller Order are among others : 

- The applicant is the legitimate of IPR holder by enclosing   evidence on the 
ownership of IPR,  

- The applicant must be able to prove that the infringer has done unlawful act to in 
fringe IPR and there is strong indication that the infringer will destroy and 
hide/conceal the evidence, 

- The applicant must be able to prove that if judge order on immediate injunction 
is not issued it will cause irreparable damages to the right holder. 

 
The problem in implementing immediate commercial court injunction is that there is no 
adequate procedural  law since the existing law  doesn’t stipulate it in detail, e.g. : Patent 
Law and Trade mark law summari1y  stipulated that provision concerned. The  
immediate injunction is requested by the applicant before  he files/lodges the main case 
to the commercial court. The ground of the request is prima facie evidence that 
violation/infringement is eminent and law suit has not been filed yet in a certain 
commercial court. Code of Indonesian’s  civil procedural law  ( HIR /RBG ) stipulate 
decision of “ provisi “ which can only requested after the party has filed  law suit in the 
court referred to in article 186 HIR HIR and article 191 Rbg. Court decision of “provisi 
“ based on HIR  is clearly different compared to immediate injunction /provisional 
measures based on IPR Law. 
Article 85 law no.15 year 2001 says as follows : 

 



“ On the basis of an adequate evidence, the party whose right have been infringed may 
request to judge at the commercial court to issue a immediate injunction regarding : 

- The prevention of entry of goods allegedly resulted infringing the right  on mark, 
- The keeping of evidence relating the infringement of relevant mark. 

 
The application  of immediate injunction is carried out with intention of the right 

holder to prevent the continuation of the infringement by the doers. The right holder of 
mark may file application to commercial court by attaching evidence on the ownership of 
mark. Pima facie evidence indicating that infringement  is eminent, document  of goods 
and security deposit   which is equivalent to the value  of the goods  of which the request is 
sought as stipulated in article 86 law no.15 year 2001. Immediate injunction  can also be 
requested to the commercial court to prevent goods which is suspected  infringing other 
right entering  the channel of market including importation. 

 
Regarding to immediate injunction article 125 law no.14 year 2001 says as follows : 

“ Up on  the request of the party who might have suffered  due to the implementation  of  
Patent” 
The commercial court may issue immediate injunction that is effective : 

- Preventing the continuation of infringement on the Patent and the right 
pertaining to the Patent, particularly to prevent the entry of products allegedly 
infringing the patent and the right pertaining to the patent in to the channel of 
trade including importation, 

- Keeping the evidence relating to the infringement  of patent and the rights 
pertaining to the patent in order to prevent the elimination of evidence. 

- Requesting the party who might have suffered to provide evidence that the party 
is truly entitled to the patent and the right pertaining to the patent and that such 
right are being infringed . 

 
Immediate injunction issued by commercial court based on Paten Law and  Copy Law  
don’t require  the applicant  to provide security  deposit but article 128 law no.14 year 2001 
on Patent  further stipulates : where a immediate injunction  is cancelled, the party who 
might have suffered, may file claim against the party  who requested the immediate 
injunction for damages he got due to the injunction. By learning the above statement 
it can be interpreted that  the effected party should take legal action  to get compensation up 
on the damages  he might have suffered caused  by the immediate injunction. 

 
 A lot of problems might emerge in implementing immediate injunction which is 
issued by the commercial court, among others are : who has the power to execute the 
injunction, court clerk or bailiff or others and how it is carried out. The execution of the 
immediate injunction  by nature  is much different compared to the execution of 

 



confiscation  relate to common private/civil  cases because  IPR  cases involve business 
activities which might influence the company and  its employee concerned. Considering  
those circumstances the term of immediate injunction  is limited to 30 ( thirty ) days  at the 
latest  as of the date of issuance of the relevant court order ( vide article 87 of  Trade Mark  
Law and article 127 of Patent Law ), after the elapsing time that term  a judge at 
commercial court who has examined the relevant case shall decide whether to reaffirm, 
amend or cancel the immediate injunction question emerges whether the immediate 
injunction can be challenge to higher court. The elucidation of trade mark law mention that 
immediate injunction  is final and binding , in term no remedy/challenge  is available , both 
appeal to the high court  and supreme Court is not allowed  where as Patent law doesn’t  
say explicitly  that the order of commercial court/immediate injunction is final and binding , 
but logically the immediate injunction is not subject to remedy/challenge because  it exist 
only  for 30 ( thirty) days. Anyhow lack of  provision on how to conduct immediate 
injunction may cause implication due to article 30  law no.14 year 1985 which was revised 
by law no.5 year 2004 on Supreme Court mainly  says that any court decisions and decrees 
are subject to appeal for cassation to  the Supreme Court .Realizing that immediate 
injunction is not sufficiently stipulated, consequently it is difficult to conduct /execute  . So 
any stake holder and competent authorities  s hall discuss  and share their contribution. 
Lack of regulation in procedural law  theoretically can be overcome by issuing  Supreme 
Court regulation ( PERMA) du to article 79 law no.14 year 2004, says  as follows : 
“ The Supreme Court can regulate in more detail matters that are necessary for the smooth 
execution of justice when there are found matters not yet sufficiently regulated in the law “ 
 

The other important thing to do is comparative study to countries which 
successfully applied the relevant  immediate injunction e.g. : United State of America who 
succeeded in implementing  immediate injunction on the case which involve NBA basket 
ball games. 
 

In case the immediate injunction is cancelled by a judge at commercial court which 
relates to damages, mark law mainly says that the security deposit automatically paid to 
effected party. The problem arise when the amount of damages is bigger than the security 
deposit, who determine the amount of damages and how to execute. All of those  above 
problems are not sufficiently regulated by the law which potentially bear problems  related  
to procedural law which must  be clearly regulated ( due process of law ). A part of that, 
method of assessing to count the amount of damages  in enforcing IPR law  is a 
complicated matter potentially as well bear  problem to implement. Now days method of 
assessing to count the amount of damages which is used by the Supreme Court  to grant 
plaintiff’s demand  on damages is that the plaintiff  must be able  to reveal and prove the 
amount of damages sought ( based  on Indonesian Civil C of procedural law /HIR ). It 
seems that method of assessing to count the amount of damages  are not sufficiently 

 



regulated by IPR law, including article 76  law no.15 year 2001 and its elucidation does not 
stipulate sufficiently such issue, so comparative  study to other country’s practice and 
system is needed . 

 
A part of those mentioned above we do have basic problem in enforcing IPR law 

which relate  to procedural law regarding to private /civil IPR cases  especially chapter on 
dispute settlement in which both law no.14 year 2001 on Patent and law no.15 year 2001 
on Trade Mark do not stipulate remedy of extra ordinary appeal/civil review to the 
Supreme Court which emerges question of law  whether  it is allowed to file civil review  
or not . By applying law no.14 year 1985  which was revised by law no.5 year 2004  on 
Supreme Court , extra ordinary appeal of civil review to the Supreme Court is allowed . 
Further question a rise on the time framing allocating to hear  the civil review  cases since  
law no.14 year 1985 which was revised  on law no.5 year 2004 doesn’t  mention any time 
framing to hear the civil review  cases. 

 
Being not limited in hearing the civil review cases in term of unlimited time 

budgeting to the process will cause the achievement of the speedy process can not be 
reached as exercised in the level of first instance court and cassation. Article 122 law no.14 
year 2001 on Patent says as follows : “ Up on the decision of the commercial court as 
referred  to in article 121 (3) may only be filed or a cassation “ 
This  is in line with the provision stipulated in article 82 law no.15 year 2001  on Trade 
Mark which is says as follows : “ Up on  the decision of the commercial court as referred  
to in article 80 ( 8) may only be filed  a cassation”. 

 
Those two articles above of law on Trade Mark and Patent have shown us that the 

two have formulation of sentence: “ May  only be filed a cassation”. The word “ may only”  
means or indicates that there is restriction  to have remedy up on the commercial court 
decision that the single remedy  provided is appeal for cassation to the Supreme Court. 
Based on the above interpretation civil review should have not been allowed, but for the 
sake of legal certainty clear and definite provision is necessary to be provided. In solving 
those above issue, the Supreme Court as the apex of all court in Indonesia should take a 
firm position whether to allow civil review on IPR cases or not to give legal certainty to the 
public and the lower court. 

 
The question of law on the issue has been overcome by practice of the Indonesian 

law enforcement in which the Supreme Court has allowed extra ordinary remedy of civil 
review on IPR cases with the application of article 23 law no.4 year 2004 on Judiciary 
Power which stipulates that up on the court decision which attained permanent legal force 
can be brought for civil review. The effected party may file civil review to the Supreme 
Court although the existing law on IPR concern don’t mention any word of civil review as 

 



an extra ordinary remedy, The Supreme Court will hear and decide any civil review filed to 
him on the ground of law no.14 year 1985 as it was revised by law no.5 year 2005. 
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３－１ アジアセミナー：タイ 
 
 平成 17 年 10 月 12 日、早稲田大学 20 号館大隈会館 201・202室において、「第
1 回アジアセミナー：東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理（タ
イ王国編）」を開催した。 
 以下、そのプログラムと実際に使用されたセミナーの原稿（翻訳）、パワーポ

イント資料、およびルアンシット判事、ヴィシット判事のプレゼンテーション

で紹介された判例（早稲田大学判例データベース※に掲載されているもの）を載

録してある。 
  
 三浦由美子がパトラサック・ワンナセーン氏、ヴィシット・シーピブーン氏、

ルアンシット・タンガーンジャナーヌラック氏の原稿）のタイ語原稿翻訳を、

小宮紀子（タイ語通訳者）が、スヴィチャー・ワークナチャラ氏のタイ語原稿

翻訳を、そして翻訳の校閲は今村哲也が担当した。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜セミナー風景＞ 

 

 

※早稲田大学判例データベース 

http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/search_form.php 

 



 特許庁研究事業『平成 17 年度 大学における知的財産権研究プロジェクト』 
第 1 回アジアセミナー 

『東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理（タイ王国編）』 
 
 

日 時：平成 17 年 10 月 12 日（水）18:00～21:00 
場 所：早稲田大学 20 号館大隈会館 201・202 室 

 
プログラム 

 
１．挨  拶  
（１）開会の辞  18:10-18:15   

司 会  
（２）挨  拶  18:15-18:20 

特許庁 技術調査課大学等支援室 月野洋一郎氏 
 
２．講  演    18:20-20:20 

V. パトラサック判事（控訴裁判所判事、前中央知的財産国際貿易裁判所長官） 
  演題：タイ王国の特許制度とエンフォースメント 

 
N. スヴィチャー判事（中央知的財産国際貿易裁判所長官） 

  演題：タイにおける知的財産権のエンフォースメントに関する全体像 
 

S. ヴィシット判事（中央知的財産国際貿易裁判所） 
  演題：タイ王国における知的財産の保護及びエンフォースメント 
 

T. ルアンシット判事（中央知的財産国際貿易裁判所） 
  演題：タイ王国における商標法のエンフォースメント 
 
３．休  憩    20:20-20:30 
 
４．質疑応答  20:30-20:50 
 
５．閉会の辞    20:50-21:00 

司 会 
 

司会 早稲田大学法学学術院・大学院法学研究科  
高林龍教授（研究代表者） 

 
 



講師プロフィール 
 

Hon. Justice Suvicha Nakvachara : Chief Justice of the Central Intellectual Property 
and International Trade Court     
  Education 
 LL.B. Chulalongkorn University 
 LL.M . Berkley University, USA. 
 Barrister-at-law (Thai Bar) 
 
Hon. Justice Phattarasak Vannasaeng : Former Chief Justice of the Central 
Intellectual Property and International Trade Court 
Education 
 LL.B.(Hon.) Thammasat University 
 LL.M .Thammasat University 
 LL.M . in International Trade from Temple University, USA. 
 Barrister-at-law (Thai Bar) 
 
Hon. Justice Rungsit Tankarnjananuruk : Judge and Secretary of the Central 
Intellectual Property and International Trade Court     
 Education  
 LL.B.(Hon.) Thammasat Unversity 
 Barrister-at-law (Thai Bar) 
 Admirality Law Tulane University 
 
Hon. Justice Sripibool Visit : Justice of the Central Intellectual Property and 
International Trade Court     
Education 
LL.B.(Hon.) Thammasat Unversity 
Barrister-at-law (Thai Bar) 

所属は 2005 年 9 月現在 
 
 



タイ王国の特許制度と権利の執行 
（原文はタイ語） 

 
パトラサック・ワンナセーン 

 
概要 
 
 現在タイ王国において施行されている特許法は、1975年制定の特許法である。この法律
は 1992年と 1999年に改正が行われている。最初の改正は、タイ国内における特許権の十
分な保護、開発の受け皿としての効率向上、経済・商業・産業の促進のために実施された。

二度目の改正は、タイ王国が、世界貿易機関（WTO）の加盟国であり、ウルグアイ・ラウ
ンドにおいて合意されたTRIPS協定における知的財産権の規定に基づく国内法整備の義務
付けによるものである。また、このときの法改正では、特許よりも簡単な発明である小特

許の保護についての項目が付け加えられた。 
 特許法では、工業意匠の保護に関して日本のように特許法と分離した工業意匠に関する

法律を設けずに、特許法において保護している。また、ビジネス方法（Business Method）
については保護していない。医薬品特許に関しては、従来は一般の特許よりも弱い保護で

あったが、その後、1999年に特許法の改正において TRIPS協定第 27条(1)に基づき、タイ
王国で定められていた医薬品に関する義務規定を削除した。これにより医薬品特許は一般

の特許と同じように保護されるようになったのである。 
特許法は、発明特許、意匠特許および小発明に係る特許をそれぞれ別の章で定めている

が、特許委員会の設置や権限、異議申立とそれに対する判断、IT＆IT裁判所に対する手続
などの幾つかの規定については、同じように適用される。 
この他、特許法は刑事事件の罰則規定についての基本事項を、一次的侵害と二次的侵害

（Primary and Secondary infringement）、独占的実施権（Compulsory license）に関する侵害、
国家秘密の漏洩や侵害、権利侵害者の侵害行為に対する裁判所による仮差止命令に分けて

規定している。 
 
外国特許権の保護 
 
タイ王国は、国際的なレベルに対応できる知的財産を保護する法律がないために、自己

の権利がどの程度まで保護されるのか分からないことから、タイ王国の国内外の投資家か

らの投資が得られていないのだということ認識した。多くの国々が同意して批准している

「工業所有権の保護に関するパリ条約」（Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property）に関して重要なポイントは、(1)この条約が特許と商標登録について全ての産業
の知的財産を保護していることと、(2)この原則が、条約に合意していない国であっても、
TRIPS協定の加盟国であれば、国内の法案にパリ条約の内容を盛り込むこととなっている
ことである。タイ王国はパリ条約の加盟国ではないが、TRIPS協定の加盟国であり、パリ
条約の第 2条(1)１項から 12項、および 17項に基づいた国内法を実施することが義務付け
られている。このため、タイ王国は、パリ条約の内容を盛り込みながら、知的財産法を制



定する必要があった。このようなことから、現行特許法第 14条と第 18条に、二つの原則
を設けた。その一つがパリ条約に基づく「内国民待遇」（National Treatment）である。 
 
特許法の執行に関する課題 
 
タイ王国が世界レベルに達する知的財産法を制定していたとしても、それ以外に、知的

財産権の保護を困難にしている次のような原因がいまだ残されている。 
 
１． 特許付与の遅延について 
 特許法では、特許登録手続きにおいて出願するためには、出願のための法的要件を

満たしているかどうかを審査することが必要となるが、特許庁の各部署における専門

家の人数不足や海外の情報を審査する必要があるために、権利が付与されるまでにか

なりの期間を要することになる。もちろん、特許出願人は出願日からその権利を保護

されるため、ある程度の問題は避けられよう。しかし、特許付与に異議申立てがあっ

た場合、これにも更なる時間を要することになり、特許が付与されるまでに、多くの

時間が必要となる。このことは、企業側としては、事業展開を遅延させる深刻な問題

となる。なぜなら、特許権を取得することが不確定であることは、投資に対するリス

クを高めるからである。 
 
２． 小特許の安易な付与 
 第一の問題（特許付与が遅いという問題）に対して、2000年の法改正により挿入さ
れた第 3章の 2の第 65条の 2から第 66条の 10では、小特許（Petty Patent）を高度で
ない発明であるとするとともに、小特許については付与前の審査（examine）を不要と
し、付与後に実体審査を請求することもできると規定している。善良な国民に便宜を

考慮して、小特許の保護をあたえたはずが、他国にはすでに存在するがタイではいま

だ登録されていない既存の他人の小特許を、法律の隙間をかいくぐって、自分が最初

の発明者であるかのように取得させることとなってしまった。小特許が登録されてし

まった場合、こうした人間達は、自分の小特許の権利をふりかざして、これを使用す

る業者を警察に通告する。最終的に告訴をされた者は、小特許侵害について損害賠償

を支払うこととなる。 
 しかし、さらに問題なのは、特許法の刑事罰の規定である。特許侵害は和解が認め

られていないのである。告訴された者には、必ず何かしらの罰則が科されることにな

る。 
 被告が損害賠償を支払った場合、裁判所としては禁固刑とはせずに、軽い罰則とし

て罰金の支払うことを命ずるのみである。 
 被害者が真の発明者ではないことから、被告と原告側との争いになる場合が多く、

その場合、裁判所は当該小特許の取り消しを命じることになる。 
 
３． 特許請求の範囲に関する問題－特許請求範囲（claims） 
 特許請求の範囲は、特許権の範囲に含まれるかどうかを明らかにするために重要で



ある。問題なのは、特許権を保護しようとするために、権利者は自己の権利を賢明に

立証しようとする一方で、特許に関する情報をできるだけ公開しないようにすること

にある。もう一つの問題は、権利者が、ドクトリン・エクイバレント（均等論）（Doctrine 
of Equivalent）を主張する場合であるが、この点については、過去に裁判所において訴
訟となった事例はない 

 
４． 刑事事件に関する手続き 
 タイ王国の特許法では、特許侵害品の製造者および販売を行った者に対する刑事罰

が定められている。最近、国民はマスコミに対して、法に定められている刑罰が重す

ぎると訴えている。というのも、特許法第 85条によると、実際に特許権侵害者に対し
て、2年以下の禁固刑又は40万バーツ以下の罰金、又はその両方を課すと定めており、
また、末端の小規模な侵害者のみを処罰しているからである。しかし、特許権者側か

らは、裁判所の処罰は甘すぎるといわれている。 
 また、製造に使用した機械や道具の押収などについての明確な法律もないため、再

度罪を犯さないように機械や道具を押収されるという保障がない。 
 捜査令状や逮捕状については、国民の自由を保護する重要な役割があることから、

裁判所では慎重に発布することにしている。そのために、裁判所は、逮捕状の請求者

に対して、知的財産権に関する罪状について陳述するように要求する場合もある。こ

の点において、IP&IT裁判所の令状発行の手続きは一般の裁判所とは異なっている。 
 
５． 民事事件に関する手続き 
 特許法、知的財産及び国際取引裁判所設置法、および裁判所の審理に関する手続法

によれば、権利者の保護のため、本訴の前から判決が下るまでの期間、侵害品の製造

を停止させるなどの権限を裁判所が有すると定められている。侵害の仮差止めの請求

は、非常によい効果をあげている。 
 権利者にとって問題なのは、損害賠償の額であり、実際にどの程度の損害が生じた

のかを裁判所に対して示し、裁判所に認定させるため、どのように証人の尋問を導く

かというところにある。問題なのは、法律家の考える損害と、事業者の考える損害や

経済的な意味での損害その間に相違がある点である。この点については、専門家の証

人に立てることにより、解決できる可能性がある。 
 IP&IT 裁判所の裁判官には、正式な裁判官の任務についている者以外に、準裁判官
がおり、共同で審理を行っている。裁判官を本職としていない準裁判官は、理論と実

務の双方の面で知識、能力および経験を有しており、損害賠償額についても援助者と

なる情報を提供することができる。 
 
６． ＡＤＲ（代替的紛争処理手段）（Alternative Dispute Resolutions） 
 IP&IT 裁判所は特別の管轄を有している。また、訴訟関係者が判決に不服な場合、
最高裁判所の知的財産部へ直接上訴することになる。一連の訴訟において判決が出さ

れるまでには 2年以上の時間を必要とするため、事業者にとっては投資に対する損害
を生み出す可能性がある。そのため、代替的な紛争処理手段が用意されており、訴訟



前であれば知的財産局に、訴訟後は、司法省紛争抑制事務局、IP&IT 裁判所または最
高裁判所において一定のADRを利用することができる。 

 
７． 海外の製造工場 
 最近では、近隣諸国の国境沿いに知的財産侵害品の製造工場を建設する投資家がお

り、侵害品が非常に安易に輸入できる状況にある。その原因として、タイ王国には香

港などのように税関で知的財産侵害品を取り締まるための規則がではなく、また、タ

イ王国の税関に関する各種の事項に関する規定がないことがある。 
 
８． 競争法（Competition Law） 
 タイ王国の公正取引法には、知的財産法により保護される産業の製造品に関する規

定が設けられていない。法律の隙間（loophole）が存在するのである。例えば、製造者
が未だ特許や小特許の登録手続を済ませていない場合や、登録するかどうかを検討中

である場合、その期間中に自己の特許に対する侵害を受けたとしても、こうした商売

上の紛争に対する法の規定が、現在は存在しないのである。 
 
９． 国民に対する知的財産法の知識の普及 
 知的財産法は、法を犯した者を処罰することを目的とする法律ではなく、技術等の

開発や普及について規定する法である。そのため、法律や知的財産権の効用に関する

知識の普及は大切である。また、国民に対して知識と理解を促すことにより、国民が

犯罪に手を出すことを防ぎ、協力を得ることができる。 
 
まとめ 
 
 現在、タイ王国には知的財産を保護する世界レベルの法律がある。これらの法律を適切

に実施し、知識と専門性を有する公正な審議を行うために、一定の職員の配置が定められ

ている。さらに、知的財産法による実効的なエンフォースメントが必要であると認識され

ている。裁判所に関しては IP&IT裁判所が設置され、最高裁判所には知的財産訴訟を担当
する部署が設置されている。弁護士や一般の民間企業の関係者に対する援助活動や研修も

行っている。知的財産に関連する法律の施行も、国民の協力によって効率よく効果的に行

われている。また、国内的にも、国際的にも、公正な保護が不足していることが認識され

ている。問題が生じた場合に、関係者は問題の状況についての知識と理解を有しており、

迅速かつ効率的に対応し、解決している。さらに、政府と民間はともに協力して、協力体

制、開発活動、普及運動を行っている。国家と国家との間においても、知的財産法の実施

に関して協力関係がある。近年、タイ王国では、伝統的知識（フォークロア）やタイ領土

内にある薬効のある植物生薬などについて、他の知的財産権と同等に扱うための取り組み

を進めている。これによって、タイ王国の知的財産法は、個人の権利のみを保護するだけ

のものではなく、各国において代々受け継がれてきた知識をも保護することになる。 



タイ王国における知的財産の保護及びエンフォースメント 
（原文はタイ語） 

 
ヴィシット・シーピブーン 

 
 
１．知的財産権の保護 
現在タイ王国には、知的財産に関する権利を保護する基本的な法律として 9つの法律が
存在する。 
（１） 仏暦 2522年制定特許法 
（２） 仏暦 2534年制定商標法 
（３） 仏暦 2537年制定著作権法 
（４） 仏暦 2542年制定植物品種保護法 
（５） 仏暦 2543年制定集積回路の回路配置保護法 
（６） 仏暦 2543年制定タイ王国伝統医薬および伝統的知識の保護と促進に関する法律 
（７） 仏暦 2545年制定営業秘密保護法 
（８） 仏暦 2546年制定地理的表示保護法 
（９） 仏暦 2548年制定CD製品保護法 
 
タイ王国の知的財産法に基づく知的財産の保護を受ける知的財産権の権利者は、各種の

知的財産について、法に定められた規定に従わなければならない。 
 
たとえば、著作権制度では、著作権は登録がなくても発生し、自動的に保護（Automatic 

Protection）される。登録制度も存在するが、それは誰が最初に創作をしたかを明確にし、
著作権登録制度において記載された権利者であることを証明することにより、利益を得る

ことができるようにするためである。登録自体に法的効果がないとしても、紛争が起きた

場合には、裁判所に対する事実の立証の際の証拠となる。最初に登録した者は、自らが著

作物を最初に普及させた者であるということを示すことができる確証を有することになる。 
 
２．タイ王国における知的財産権のエンフォースメント 
 
知的財産権が法によって保護されていても、後で述べる事例のように、法律違反を犯す

者が存在するため、それに対しては法律による制裁の必要が生じる。 
タイ王国での裁判所による知的財産権エンフォースメントは、二種類に分けられる。 
（１） 検事が訴追して裁判を行う場合（刑事事件のみ）。この場合、被害者は、警察にそ

の被害を告発する。警察官が法に基づき取り調べを行った後、内容を審議した上で、裁判

所に対する訴追のために書類一式を検察へ送る。裁判所では犯罪者に対する審理を行う。 
（２）被害者は、民事事件と刑事事件の両方で、自ら訴訟を起こすこともできる。民事訴

訟の場合には、侵害者に対して損害賠償を請求し、弁償させることができる。 
タイの法律によれば、訴訟関係者による、知的財産権の確認判決または宣言的判決



（Declaratory judgment）の請求を、裁判所に対して申し立てる機会を与えていない。それ
は、知的財産法では、個人と個人との間に、権利に関する紛争がある場合にのみ、裁判所

に対して請求することができることに起因する。このため、ある者が自らが知的財産権利

者であるとの主張、または、ある知的財産が知的財産法によって保護されているか否かの

主張を、裁判所に請求することはできない。 
 

訴訟の重要な事例 
 

1. 著作権侵害事件 
1.1 ドラえもん、くまのプーさん、ウルトラマンの漫画の侵害 
1.2 コンピュータ・プログラムの侵害 
1.3 ビデオゲームとコンピューターゲームの侵害 
1.4 音楽、映画、MP３の著作権侵害 
1.5 文学作品、教科書などの印刷物の著作権侵害 
1.6 侵害事件に関する判例 
 
IP＆IT裁判所の判例 
 
訴訟番号赤 116/2546 
この訴訟は、原告が著作権を有する法律用語に関する書籍に記載されている内容を、被

告が、追加、削除、誇張するなどして引用し、被告の書籍に掲載したものである。しかし

本件は、複製または引用であるかもしれないが、侵害を回避できないケースである。なぜ

なら、問題とされた用語は、同一の意味を有し、他の意味を有することを説明できない。

被告は、ある用語の定義をする場合に、法律に従った正しい内容でなければならないが、

そのためには、原告が専門家に正確な理解を促すために使用した用語を使用しなければな

らず、被告には、他の言葉でその用語を表現する方法がなかった。また、作品の普及につ

いて考慮すると、原告が既に所有している作品は、批評に関する書籍である。一方、被告

の作品は、タイの法律用語の辞書という出版物であるため、専門家としての一般的な業績

である原告の作品とは形式も異なる。最終的に、原告の作品の通常の利用と衝突せず原告

の正当な利益を害しないこと、また、どのように考えても原告の損害にはならないことか

ら、被告の行為は、法律の適用の例外となり、侵害とはならないとされた。 
 
訴訟番号 赤.122/2547  
Tente Rollen Co., Ltd et al. v. Polomer Form Co., Ltd et al., J.IP&IT., No. 122/2547(2004), 
November 17, 2547(2004). 
スーパーマーケットのカート用のタイヤまたはホイールの事例で、原告は、美観を重視

し、特殊な技術を施したタイヤを開発した。原告は、美術的な要素を自らの作品に反映さ

せたとし、応用芸術の著作権を引き合いに出した。裁判所は、そのような権利を引き合い

にだすことは可能であるが、美術を商品に応用する、あるいは他のものに応用することは、

絵画、造形芸術、版画、建造物、挿絵の中のひとつまたはそれらの組み合わせに限定され



るとした。しかし、問題となったタイヤについては、一般的に誰がみても明らかに印象付

けられる特別な美観が必要であるとした。そして、本件タイヤについて審理を行った結果、

タイヤは目に付かない部分に取り付けられること、また、商品を吟味する際にその美観を

一般的には重要視せず、興味をもつ部分ではないとされた。この点から、著作権法に従い、

本件タイヤ製品には著作権がないとした。 
 
訴訟番号 赤.184/2547 
Bangkok Guide Limited Partnership v The Starduck Media Co., Ltd. et al, J.IP&IT., No. 
184/2547(2004), January 23, 2547(2004). 
この訴訟において裁判所は、地図の一部の誤りがある場合、それが地図として正しい情

報を示しておらず、法律によって保護される創作物とはならないという判断を下した。こ

れは正しい情報を求められる地図のあり方に反するためで、法的な保護を受ける著作権が

発生しないためである。また、誤りがある部分に創作物としての重要性はなく、被告が誤

った情報を使用したとしても、地図を使用者に損害を生ずることはあっても、原告への損

害は生じず、地図という著作物における原告の権利に何ら影響しないとされた。 
 
最高裁判所の判例 
 
訴訟番号 最高裁.368/2512(西暦 1969年) 
本件はスーパーマンのイラストの著作権に関する紛争である。最高裁判所では、美術と

しての著作権を生じるには、美術課で登録されたものでなければならないとした。このた

め原告のマントをまとい、立って手を腰に当てて肘を張った「スーパーマン」のイラスト

は、その絵が美術作品ではないため、商標登録の対象となるとした。原告の権利は、美術

作品に対する著作権ではなく、原告側の主張する著作権侵害とは認められないが、商標権

にあたることを根拠として、被告の商標登録の取り消しを命じた。 
 
訴訟番号 最高裁.2000/2543 
Public Prosecutor v. Ngamjit Somsakraksanti, J.S.C. No. 2000/2543(2000), April 25, 2543(2000). 
裁判所は、くまのプーさんのイラストの印刷物は、創作者である原告が著作権を有して

いるとした。しかし、裁判所は傍論として以下のような意見を述べている。世界で「くま」

（BEAR）と呼ばれている、その耳や目など、その他の動物とは異なる天然の特徴を熟知
した者が、美術として漫画化したものである。人はみな多かれ少なかれ芸術に対する哲学

を有しており、自然の中に存在するさまざまなものを見たときに、それぞれいろいろと想

像を働かせることができる。漫画を創造する場合にも、くまの絵を描くことがあり、個人

が各々の創作物を作り上げる。このため、美術としては模倣せず、あるいは他人の作品を

改良した場合でなくても、類似した美術が生まれることがある。著作権法第 6条第 2項に
よれば、創作物におけるアイデアとしての、地球上の動物の自然の美しさを表現した漫画

のイラストは、創作として保護されない。地球上の動物の自然の美しさを表現した漫画イ

ラストの創作物は、アイデアであり、法律によって保護されていない。なぜなら、他人が

自然動物や同じような自然物について、同じように漫画で描くという、人類の創作や審美



感を独占することとなる可能性があるためである。このため著作権法は、第 6条に適合す
るアイデアの表現のみを保護している。 
一方、最高裁判所では、くまの絵に描かれている風船の数を全て数えて、侵害について

検討を行った。くまのプーさんの絵の類似品であり、被害者が著作権を保有する漫画が描

かれた風船の数は、全部で 100万個近くあったさまざまな動物の漫画が描かれている風船
のうちの 4,435 個のみであり、その数が非常に少なかった。この事実に基づき、最高裁判
所は、被告人は顧客に配布する風船に印刷されている「イラスト」ではなく、風船が膨ら

み、空気が漏れないというその「質」に重要性をおいて風船を発注したとした。検察側は、

風船のイラストが被告自らの創作物ではなく、被害者が著作権を有する作品の模造品、ま

たは翻案物であることを立証できなかった。風船に描かれたくまのプーさんのイラストが、

風船の製造者である被告人による、被害者に対する著作権侵害であるというためには、被

告人が被害者のくまのプーさんのイラストが入った風船が、著作権を侵害するかたちで製

造されていることを知った上で顧客に販売した場合でなければ、著作権法第 31条 1項 に
より、被告に過失はないとされた。 
 
訴訟番号 最高裁 5843/2543 
Public Prosecutor v. Ganokchai Petchdawong, J.S.C., No. 5843/2543(2000), September 18, 
2543(2000). 
この訴訟は、大学の近くでコピー店を営む被告人が、大学で使用する教科書を被告者が

学生に販売するために 43冊複写をして販売した事案である。最高裁判所は、被告人は自己
の利益のために書籍を複製したのであり、学生による複製品の製造の依頼を受けたもので

はないとして、著作権法第 32条(1) の著作権の特例にはあたらず、被害者の著作権を侵害
しているとした。 
 
３．タイ王国とアジア諸国の知的財産権保護の比較 
  
 タイ王国にはさまざまな分野において、知的財産保護に関する紛争抑制の調整制度があ

り、世界水準のルールを有している。一方、アジア諸国とは、次のような相違点があるで

あろう。 
3.1 被害者の訴追（公訴）に関する権利 
シンガポール、インドネシア、中国などの国においては被害者自身が自由に刑事事件と

して訴追（公訴）をすることができない。これらの国々では侵害者に対する刑事事件に係

る訴追は、国家または検察官のみが、その権限をあたえられている（国家訴追主義）。被害

者が刑事事件の訴追をする場合、例外として認められる条件に該当する場合にのみ限定さ

れている。特に中国では、国家（行政）が被害者に対し、侵害者による損害賠償の支払い

を命ずることができるとされている。 
 
3.2 タイ王国とマレーシアの知的財産法の内容の比較検討 
マレーシアの著作権法も、アイデアについては、アイデアのみでは保護されないとして

いる。例えば、Goodyear Tire & Rubber Co. &  Anor. v. Silverstone Tire & Rubber Co. Sdn. Bhd.



（1994）の訴訟では、原告は、被告がタイヤの模様を模倣したとして訴訟を起こした。こ
れに対して、マレーシアの裁判所は、原告の主張には理由がないとした。著作権法が保護

しているのはタイヤの模様が表現された形態であり、タイヤのデザイン［それ自体］でな

いという理由であった。 
マレーシアにおける商標権については、商標法によらず保護される場合がある。Franchise 

Act 1998が存在するのである。 
マレーシアには営業秘密保護法が存在しないが、現在法案を作成中であり、現在は

Contract Act 1950という法律によって営業秘密を保護している。 
 
3.3 タイ王国とフィリピンの知的財産を比較すると、フィリピンでは微生物
（Microorganism）を発見した場合、特許登録が可能であるとしているが、タイ王国にはま
だ登録制度はない。 
 
3.4 タイ王国とヴェトナムの知的財産法の内容を比較すると、現在ヴェトナムに知的財産
法はないが、現在大規模な法制度の改正の最中である。知的財産紛争に関しては、現在、

ヴェトナム社会主義共和国民法とヴェトナム社会主義共和国商法により審理をしている。

また、民間人や権利者は、まともに訴訟を起こすことができず、その訴訟制度は未だに政

府に依存している。 
 
3.5 インドとタイ王国の知的財産を比較すると、インドでは、作品の著作権を著作者の生
前の間保護し、権利者の死後、更に 60年間その権利を保護するとしている。権利者の死後
の保護期間の規定は、近隣諸国において規定されている期間よりも 10年間長く設定されて
いる。 
そのほか、インドには、営業秘密法が存在しないが、公開されていない重要な情報

（Undisclosed Information）について、情報の保有者に損害が生じた場合、民事訴訟によっ
て損賠賠償を請求できることとされている。しかし、刑事罰はない。 
インドでは、法律による地理的表示が保護されているが、まだ施行されていない。現在、

関係する法律の審議中である。 
 
４．タイ王国知的財産法の発展 
 
 現在、タイ政府は、知的財産改正委員会を設置している。知的財産法を最新の考え方に

基づいて改正していくための委員会である。現在のところ、著作権法の改正作業は終了し

ており、内閣で審議中である。重要な改正事項は以下の通りである。 
4.1 以前は認められていた、著作権侵害についての和解が認められなくなる 
4.2 今後、著作権者に対して、罰金の半分が支払われなくなる 
4.3 組織的な著作権料徴収団体を設置する 
4.4 禁固刑、罰金について、侵害品の数に基づいてなされていた、裁判所による公平な裁
定の権限を減少させる 

4.5 現在、新しい商標法案を作成中であるが、音の商標登録および香りの商標登録の規定



を盛り込むことになる可能性がある。しかし、これについては未だ決定していない。 
 
付録：タイ知的財産の規定のまとめ 
 
１．著作権法 
重要事項は次の通りである。 

 
1.1 著作権が生じる作品は、第 6条に規定されている条件を満たすものでなくてはならな
い。文学著作物、演劇著作物、美術著作物、音楽著作物、視聴覚著作物、録音著作物、映

画著作物、視聴覚放送著作物、文学、科学、美術分野における著作物に属するものとされ

ている。これらのものが、文字、シナリオ、図、音、録音物、コンピュータ・プログラム

など、創作者が創作したもので、いかなる形態によって発表されているか否かを問わない。 
 
1.2 著作権の保護期間は以下の通りである。 
1. 原則として、著作権の権利者の生前および死後 50年間保護される（第 19条）。 
2. 著作者が匿名で著作物の創作を行った場合や、氏名を公表しなかった場合、その著作
物の創作から 50年間、またはその著作物の公表から 50年間著作権は保護されるが、そ
の氏名を公表した場合はイに従う（第 20条） 

3. 写真、視聴覚著作物、映画、録音著作物又は音、絵で表現するものの著作権は、創作
されたときから 50 年間、またはその期間中に公表されたときから 50 年間保護される。
（第 21条） 

4. 応用美術は公表から 50年間著作権が保護される（第 22条） 
 
1.3 著作権侵害とされるのは以下の行為である（著作権法第 27条以下）。 
1. 複製または翻案 
2. 公衆への伝達 
3. 原作品または複製物の貸与 
4. 全部または一部の視聴覚著作物、映画の著作物、録音物又は音もしくは映像の放送を
作成すること 

5. 音もしくは映像の全部又は一部を再放送すること 
6. 金銭その他の商業上の利益を目的として、音もしくは映像の放送を公に聞かせ、又は
見せること 

 



タイ王国における商標法のエンフォースメント 
（原文はタイ語） 

 
ルアンシット・タンガーンジャナーヌラック 
 

Ⅰ. タイ王国における商標保護制度の発展 
 
 元来農業中心であったタイ王国では、産業上の製造物に関して重要な意味を有する商標

登録については、重要視していなかった。タイ王国が欧米諸国との間で商業的関係を有す

るようになってから、海外の企業がタイ国内に増え始め、それにより商標の保護のための

制度を構築する必要性が生じた。タイの法律によって商標の保護が規定され始めたのは

1909年のことである。 
 1931年制定の新しい商標法は、1914年制定の商標及び商号法を廃止し、商業上の便宜を
はかり、タイ王国の商業の発展させるために制定された。また、1931年制定の新法の施行
後、1933年と1961年の二度にわたって法改正がなされた。 

1931年法の施行後、60年間が経過し、最近の経済や商業の急速な変化に伴い、1991年
制定の商標法の取り消し、そしてその代わりとしてタイ政府は新しい商標法の法案を作成

した。その中で改定した重要事項として以下の 4項目がある。 
第一は、商標だけでなく、サービスマーク（役務商標）、証明商標、団体商標について

も登録が可能となり、法律上保護したこと、第二は、商標のライセンス登録は、消費者の

権利保護のために、政府が管理するということ、第三は、登録手続きにかかる時間短縮の

ために、登録審査官により多くの権限を与えたこと、第四は、侵害事件における刑事罰を

より適切なものに改善することであり、これはタイ王国の商標を世界的な水準に高めて、

国内外における商業の発展を目的としたものである。 
この新法のほかに、1992年には、知的財産局（DIP）が設置された。商業省において知

的財産を専門に扱う組織を設置することを目的としたものである。 
その後、新しい商標法が施行されて10年が経過し、タイ王国がTRIPS協定に加盟したこ
との影響も受け、1991年制定の商標法の一部がTRIPS協定と合致していないこと、商業と
経済の状況に適していないことから、TRIPSに規定されている合意内容を国内法の規定と
して導入するため、1999年に大幅な改定が行われた。また、2000年には、国際的に通用す
る制度と利点を設けるという点から、条約に規定されている多くの内容を導入した新法が

制定された。 
 

Ⅱ.1991年制定の商標法に関する重要事項 
 

1．商標の様式 
「標章」とは、肖像、図案、図形、ブランド、名称、語、文字、数字、署名、色の組合

せ、物体の形状や配置、またはそれらの組合せを意味する。 

2000年に改正された商標法では、二つの事項に関して、規定を追加し、廃止した。新法
では色の組合せ、物体の形状や配置、またはそれらの組合せが標章として認められるよう



になった。 
1991年商標法では、色彩はそれのみでは標章とは認められないと明確に記載されており、
色彩は標章として認められていなかった。しかし、色彩によって明確に識別性を示すこと

ができるという理由から、2000年の法改正では、標章を構成する記号として認められるこ
ととなり、登録の際に色彩について明記する必要がないとしていた部分を廃止して、商標

登録において全ての色が登録できるとされた。 

また、2000年改正前の法律では、商標法と特許法の重複的な保護を避けるために、特許
法に基づいてある製品が工業意匠として登録されているは、商標として登録することがで

きなかった。2000年の法改正では、TRIPS協定に適合させるため、色彩の組合せと立体的な
形状をその内容に取りこみ、標章の定義を変更した。 

標章に関する定義の変更により、製品が特許権により保護されている工業意匠でない場

合という限定は廃止されることとなり、現在の特許法では、立体の物についても商標とし

て保護することが可能となった。 
 

商標とは、商標の所有者の商品が、他人の商標を有する商品と異なることを示す目的で

商品に関連して使用する記号、または目印である。商標と認めるには次の三つの項目が揃

わなければならない。第一に、商標は、商標法の定義に合致していなくてはならない。 

また、商標を使用する目的は、商標を維持するための基礎的な要件であるため、第二に、

商標は、使用又は使用の意図がなければならない。そして、ここでいう商標とは、商品に

関連して、使用又は使用が意図されるもののみに限定されるため、こうした定義からは、

サービスマーク（役務商標）、証明商標、団体商標は、商標に含まれないことになる。した

がって、別途定義規定が設けられている。もっとも、商標は、いまだ商品に使用されてい

ないとしても、商標として認められる。 

第三に、商標は自他商品を識別するために使用されるものである。ある商標と別の商標

が使用されている製品自体の重要な要素として使用されている場合、商標としての機能を

果たしていないため、商標としての使用であるとは認められず保護されない。最高裁判所

における刑事訴訟において、登録商標が不適切に使用されていたことと関連した事案があ

る。事案は、靴について登録商標を有する原告が、販売する靴に登録した靴の形の商標を

使用したというものである。判決では、本件の使用方法は商標としての使用ではなく、そ

の商品の形そのものであり、商標であるとは認められないとされた。この判決の他にも、

使用されているのが商標ではなく、製品の形の一部であるにすぎないという理由による、

商標登録委員会に対する登録取消のための申立てが多くなされている。 
 

2．法律上登録できる商標とできない商標 
 
2.1 登録のある商標権者の権利 
商標法では、登録の先後に関するルールについて、第27条と第68条に規定している。商
標登録後は、その者が商標権者となり登録された商標を使用する権利を有する。 
第一に生じうる状況としては、登録官が、商標権を複数の出願人に対して付与する場合

である。この場合には、各々が商標を使用することができることになるが、当該商標は、



同一又は類似の商標であるため、権利者及び製品の出所について混乱を生じる場合がある。 

第二の状況は、商標登録の使用許諾契約がある場合に、法律に基づく商標権者と、商標

の使用許諾契約により生じた第三者の商標使用権がある場合である。また、商標権を、一

人の者にのみ付与されると規定されているとしても、当該権利を法律に定められている条

件にしたがって、承継させることは可能である。 
法律上は、出願人に対して、同一又は類似の商品に対して使用する商標にのみ、その使

用権を与えており、権利者が出願していない他の区分の商品へ拡大することはできない。

この法律上の原則は、多くの訴訟において引用されている。しかし、この制限は、登録商

標権者の保護のため、商標を偽造して販売を行った者に対する場合には適用されない。他

人が、登録されている商品とは異なる商品に、商標権者として商標を使用することはでき

ないのである。 
登録商標権者は、登録商標に関する権利は、商標権者にのみ与えられているものである

と主張して、侵害者に対して民事訴訟を起こすことになる。当該商標権者は、商標登録が

なされている商品についてその商標を使用する行為に対して、通常の場合、損害賠償、市

場における商標侵害品の差止め、あるいは侵害した商標の消去を裁判所に請求し、あるい

は、侵害者が類似の商標を登録することを禁止し、または侵害者が既に商標を登録してい

る場合には、裁判所に対して取消の請求を行う。侵害に対する救済方法は、民商事法にお

ける侵害の項に規定されており、これらの規定は商標侵害に対しても適用される。これは

商標法が、民事上の侵害に対する救済方法について、個別に規定していないためである。 
このような民事上の保護の他、登録商標権者は、商標に関する刑事上の主張を行うこと

もできる。 
 
2.2 未登録商標の権利 
未登録商標の権利は、基本的に、登録商標の権利よりも弱いものである。商標法では、

未登録商標の侵害に対する使用の差止と損害賠償の請求はできないと規定している。 

 未登録商標の権利者は、侵害行為に対する損害または罰金の請求、現在または将来の侵

害行為の差止めを求めることはできない。もっとも、一定の場合には、裁判所から判決を

得ることができることはある。しかし、被告に対して当該商標の使用を禁止することはで

きない。 

 
3．詐称販売（passing-off） 
法律は、詐称販売について定義していないが、その内容は、次のように定義することが

できる。すなわち、ある商標が公衆に広く知られているような場合に、商品に権利者の許

可なく商標を使用することにより、消費者に対して他人（商標権者）の商品であると信じ

させることによって、利益を得る場合である。 

この場合、商標法においても、他人が一般の消費者に対して、未登録商標の保有者の商

品であると誤認させて商品を販売した場合、未登録商標の権利者でも訴訟を提起できると

している。 
詐称販売の範囲については特に定められておらず、商品類型が同一又は類似することに

より誤認や混同を生じる行為とされている。ただし、製品の製造場所に対する誤認をも含



む。 
異なる区分の商品に同一の商標が使用された場合、それぞれ異なる者の商品であり異な

る出所に由来すると、一般の消費者を信頼させることを前提として、商品が市場に置かれ

るはずである。そのため、未登録商標の権利者は、次のような場合に、権利保護のため、

詐称販売を差し止める権利を有する。 
（１）原告は、タイ国内において自己の商標を登録していないが、他人が同一又は類似の

区分の商品に対して、同一又は類似の商標を使用した場合 
（２）原告が、タイ国内において一つ又は多数の区分の商品について、商標を登録してい

る場合で、他人が同一又は類似の商標を、原告が登録している区分の商品に使用した

場合 

 
4．登録要件 
商標法は、登録が可能な商標の条件として以下の三つを定めている（商標法6条）。 
（１）「識別性」のある商標 
（２）本法に基づき禁止されていない商標 
（３）他人が登録した商標と同一又は類似でない商標 
識別性は、使用の結果、失われる場合がある。商標が既に広く知られていて、一般的な

名称として使用されており、商標としての効用がなくなっている場合には、商標として使

用させることは適切でないためである。これは、当該商標が商標としてではなく、商品ま

たは製造品自体としての識別性を具備してしまったためである。 
商標法では、識別性を喪失した商標については、裁判所の命令によって取り消すことが

できる。利害関係人又は登録官は、ある商標が特定の商品又は分類に関して商業上慣用化

し、当業界又は公衆に対して、商標としての性質を失ったことを証明できるときは、当該

商標登録の取消を裁判所に請求することができるとしている。 
公衆一般に慣用化している商標と同一又類似の商標は、登録が禁止されている。これは

タイが加盟したTRIPS協定の内容となっているパリ条約に基づくものである。大臣の告示
による規則に従って、広範に販売又は広告した商品に関して商標として使用され、その規

則を遵守している証拠がある場合は、その商標は識別性があるとみなすとされている（7
条2項）。以前のタイ王国の商標法は、登録要件としての使用による識別性について規定し
ていなかった。サービスマーク（役務商標）または商品に使用する商標の定義には、登録

前にその商標を使用していなければならないとは規定されていない。商標が登録要件とし

ての識別性を有しない場合、使用により識別性を獲得したことを示すことが重要となる。 
以前から使用されている事実は登録要件とされていないが、登録商標を維持するために

は、商標を使用していることが必要である。商標委員会は利害関係者または登録官の請求

により、不使用の商標を取り消すことができる。これは以下の場合に生じる（63条）。 
（１）所有者が商標の登録を求める際に登録される商品に関してその商標を使用する善意

の意図がなく、 

（２）実際に当該商品に関する商標の善意の使用がなかった商標 
（３）当該商標が委員会への取消請求前3年間に善意による使用がなかったことを証明でき
る場合。ただし、 



（４）所有者が当該商品に関する商標の不使用が通商上の特別な事情によるものであり、

商標を使用しない又は放棄する意図によるものではないことを証明すればこの限りで

ない。 
 
5．登録の有効期間と登録の更新 
 
5.1 登録の有効期間 
商標登録には有効期間があり、登録の日から10年間有効であり（53条1項）、この期間に
は裁判所における訴訟係属中の期間を含まない（53条2項）。 
 
5.2 登録の更新 
商標登録は、登録の有効期間が経過する前の90日以内に更新しなければならない。更新
の手続きは省令に規定されている。更新一回につき、10年の更新がされる（55条1項）。登
録官は、所有者にその更新出願の補正を通知の日から30日以内に行うよう遅滞なく書面で
通知する（55条2項）。所有者が定められた期間内に登録官の指示に従わない場合、登録官
は、その商標登録の取消を命じることができる（55条3項）。 
登録商標は、その所有者が定められた期間内に商標登録の更新をしない場合は取り消さ

れたものとみなされる（56条）。その商標は登録されていない商標となり、それまでと同じ
ようには保護されない商標となる。 
 
6．登録商標の取消 
登録された商標は、登録官、商標委員会、または裁判所によって、以下の条件により、

取り消される場合がある。 

6.1 登録官による取消（58条） 
6.2 商標委員会による取消（61条） 
 
7．商標の侵害 
商標法は、商標侵害について明確に規定している。侵害に係る使用形態は、商標権者の

権利に含まれている。商標法は、商標の所有者として登録される者は、登録が付与された

商品に関してその商標を使用する排他権を有するものと規定している（44条）。 
 

7.1 登録商標の侵害 
基本的な場合として、商標権の侵害はタイ国内における登録商標について生じる。商標

が登録されていない商品に対しては、許諾を得ないで使用することができる。裁判所の判

決によると、商標の使用による侵害は、侵害者が商標を模倣して商品に使用したとき、ま

たは他の者が模倣した商標を自己の商品に使用したときに発生している。 

 
7.2 未登録商標の侵害 
未登録商標の侵害の他に、未登録商標の詐称販売による侵害がある。未登録商標の所有

者は、登録商標と同じように権利を保護される場合がある（46条2項）。すなわち、同一の



商標が同一の出所を意味しているという誤認または混同を生じる場合には、被害を受けた

者が登録をしていない場合でも、類似の商品に使用した場合でも同様に、侵害となる。 

 
7.3 並行輸入 
侵害の事項は、同じ商標を使用した商品やいわゆる並行輸入とも関係する。以前は多数

の見解の判決において、保護されていた商標が使用されている商品の並行輸入が認められ

ない商標の使用とし、商標権者の排他的権利を侵害することになるとされていた。並行輸

入を認めなかった判例の示すところは次の通りである1。 

（１）タイ王国において登録されている商標の所有者は、タイ国内で登録されている商標

と同一の商標を使用している商品の輸入として、商標を使用した侵害者に対して、権

利者の許諾を得ないで使用していることを理由に、民事上の訴えを提起することがで

きる。 

（２）訴えを提起できる者には、その者が法的に認められる形で所有者となっていればよ

いため、商標権の譲受人も含まれる 

（３）タイ国内において商標が登録された後のみ、輸入行為は侵害とされる。それ以前の

輸入行為については、原告が排他的な権利を有しないため侵害とはならない。 

 
8．商標侵害訴訟の手続 
 商標権の侵害に関する訴訟について規定している法律は、1991年商標法を改正した2000
年改正商標法と刑法である。商標法は民事訴訟ができる場合について規定している。商標

法と刑事法における刑事規定は刑事訴訟の根拠となる。刑事規定において使用される「商

標」はサービスマーク（役務商標）、証明商標、団体商標を含む言葉として広義に解される。 
 民事訴訟では、登録商標について法律により付与された排他的な独占権を行使するもの

であるが、それ以外にも法律により認められるものとして、たとえば登録の取消の請求や

詐欺販売に対する請求などがある。 

 

                                                 
1 〔翻訳校閲者註：並行輸入が商標権者の排他的権利に属するという立場が多数だったことについて、Vichai 
Ariyanuntaka, Exhaustion and Parallel Imports in Thailand, in C. HEATH(ED.), PARALLEL IMPORTS IN ASIA, 95, 98(Kluwer 
Law International. 2004)でも述べられている。ただ、同論文も示すように、現在は、いわゆる真正商品の並行輸
入を許容した最高裁判決（Wahl Clipper Corporation et al. v. P.C.L. Co. Ltd., No.2817/2543(2000), J.S.C., March 30, 
2543(2000)）があり状況は変化しているようである（なお、この判例も早稲田大学の判例ＤＢに掲載されてい
る）。原告１は、バリカン（hair clipper）に関する登録商標「Wahl」の権利者であり、原告 2はタイの卸売業
者として使用許諾を得ていたが、被告が当該商標の付された真正品をシンガポールの他の卸売業者から購入し

タイで販売するために輸入したことについて並行輸入の可否が問題となった事例において、最高裁判所の判決

文の要約は、「登録商標の権利者は、商標法 44条に規定される排他的権利を有するため、当該商標を違法に使
用したものを排除する権利を有している。商標の目的は、商標権者の商品を他人の商品から識別することであ

り、また、当該商品が商標権者を出所としているものであることを識別することにある。公衆は自己の選択す

るメーカーを識別するために、商標を利用することができるから、このことは商品の市場において商標権者の

利益となる。取引業者が、商品の購入後に、当該製品を再販売することは、商取引において通常行われること

である。商標権者であるメーカーが、商標を付した製品を最初に販売した場合、メーカーは当該製品の販売に

よる利益については商標権に関する自己の排他的権利を行使したことになる。メーカーの商標権の排他性は消

尽するので、商標の付された当該商品の再販売を行う通常の商取引の過程において第三者に禁止権を行使する

ことはできない」と説明している〕 



 

8.1 商用登録の民事訴訟 
一般的に民事訴訟は以下に挙げる行為を含む。 

8.1.1 侵害行為 
登録商標権者は、自己の排他的な権利を実現するために、訴訟を起こすことができる。

未登録商標権者についても、許諾なく商標を使用した者がいる場合には、一定の場合には、

詐欺販売についての法律上の保護を受けることができ、訴えを提起することができる。 

8.1.2 登録の取消 
登録担当官または利害関係者は、ある商標が通商上慣用となっている場合に、当該商標

登録の取消を裁判所に請求することができる場合がある。他の登録取消の根拠として、紛

争の対象となった商標について、優先する権利を有している場合である。この場合には、

登録から5年以内に訴訟を起こさなければならない。実務では、前者よりも後者の場合が多
い。 
8.1.3 他の審理の請求 
登録商標権者、または未登録の商標権者たる原告は、求める判決以外の裁判の請求をす

ることが可能である。例を挙げると、被告の請求を無効とする請求、登録担当官の命令の

取消請求、商標に関する優先する権利についての請求などである。 
 

8.2 商標の刑事訴訟 
商標法および刑法典において、商標侵害に対する刑事罰ついて規定されている。 

 
Ⅲ 最高裁判所における興味深い訴訟 
 
The Bangchak Petrochemical Public Co. Ltd., v Jantarawadee Co. Ltd., J.S.C., 
No.2121/2544(2001), March 3, 2544(2001) 
最高裁判例2121/2544 
原告：バーンジャークピートロリウム（企業名） 
被告：ジャントラワディー（企業名） 
 
知的財産・登録商標に関する事案 
  原告は、葉っぱの形をした商標 （下記※１参照）の所有者であり、あらゆる燃料製品
ついて使用するために商標登録をしていた。登録の目的は葉っぱの形状をした商標を、燃

料ガソリンおよびペトロリウム製品に使用することであった。以前、原告は被告との間で、

バーンジャークのガソリンの販売場所の設置者として、被告が原告から燃料を購入してそ

の商標のもとに販売をするという契約を交わしていた。その後、原告と被告は、今後販売

所においての営業活動は原告の商標を使用する権利がないということに合意の上、契約を

更新しないことで合意した。しかしその後、被告は原告の商標を使用して営業活動を行い、

原告の代理店から燃料ガソリンを購入し、原告の規定する以上の価格で商品を販売するこ

とにより、合意事項に反する行為を行った。裁判所は、被告が原告の代理店から燃料ガソ

リンを購入していたとしても、原告はその燃料ガソリンを販売する代理店から利益を得て



いたのであるから、原告の燃料ガソリンの販売に損害を及ぼしており、原告は自身のガソ

リン販売による利益が減っており、被告は損害賠償を支払わなければならないとしている。 
※１ 原告の登録商標 

 

 
Takasago Korio Koyeo Kabushiki Kaisha v. Chinta Trading (1971) Pharmaceutical Manufacturer 
Co, Ltd., J.S.C., No.6121/2544(2001), August 3, 2544(2001). 
最高裁判例6121/2544 
原告：高砂コリオ・コイオ・株式会社 
被告：チンター・トレーディング医療機器製造（1971） 
知的財産・登録商標に関する事案 
 
  被告は原告の商標登録出願に対して、同一の類型の商品に関してすでに登録していた

商標と同一又は類似であるとして異議申立した結果、登録官は原告の出願を拒絶した。原

告は、原告自身は商標委員会に対して不服申立をしたが棄却されたので、IP＆IT裁判所に
提訴した。原告の商標は、三つの三角形から成り、長方形の下に二つの正方形が並んでい

る図形である（下記※１参照）。原告は、意図的にTの字の隙間を作ったが、これは
TAKASAGOという原告の企業名を反映させたものである。 
  一方、被告の商標は、同じ大きさの正方形四つから構成された図形である（下記※２

参照）。上に二つ、下に二つの四角があり、それぞれの正方形の間には日本の直線があり、

直角に上下左右を分けている。原告の商標と被告の商標は共に四角い。それぞれの四角の

数とその四角と四角の間には隙間がある。裁判所は、被告の商標は、多くの場合「CHINTA」
という言葉と組み合わせて使用されており、顧客もときには被告の商品である薬品をチン

ターと呼んでいることから二つの商標は同一又は類似ではないこと、また、このことから

一般的には両者の識別が困難ではなく、さらに双方の顧客も異なるグループであることか

ら、公衆の誤認混同を生じることはないとされた。そして、原告は、被告よりも前に自己

の商標を使用するとともに、商標自体は国内外において登録していたため、被告の商標の

模倣ではないこと（校閲者註：good faithの認定に関わる問題である）も認めた。結論とし
て、原告の商標と被告の商標とは、二つとも四角であるということで共通しているが、原

告の商標は被告の登録商標とは同一又は類似ではなく、商標権者の出所について誤認と混

同を生じる物ではないと判断した。 

 

※１ 原告の出願した商標 ※２ 被告の登録商標

 

 

 

 
 



 
Bumrung Satung v.Kipling, J.S.C., No.8245/2544(2001), November 7, 2544(2001). 
最高裁判例8245/2544 
原告：バムルン・セータン氏 
被告：キプリン 
知的財産・登録商標に関する事案 
 
 原告の登録商標は、「Kipling」の文字と尾の長いサルの絵と組み合わせたものであり（下
記※１参照）、キプリンと称呼しており、原告商品である靴、衣類、装飾品などの25品目に
この商標を使用していた。その後原告は、五稜の星が、原告の他の商品の黒い部分の上部

に三つ入っている商標を（下記※２参照）、財布、旅行かばんなど18品目の商品に使用する
ために出願を行った。これに対して、登録官は、この商標が他人の商標と同一又は類似し

ているという理由から登録を拒絶した。原告は、自己が当該商標の排他的権利者であると

して、被告の登録の抹消を求めた。中央知的財産国際貿易裁判所は請求を棄却したため、

原告は最高裁判所へ上告した。最高裁判所の知的財産国際貿易課では、被告が原告より先

に商標を保有し登録をしていること、「KIPLING」という言葉は五稜の星から成る18品目
に使用するために被告が考案したものであること、被告が商品に使用する図形を考案する

のに時間がかなりの時間をかけていたこと、被告が前述の商標の20カ国以上での登録申請
が遅くなったことなどから、被告は当該商標の考案者であり、原告よりも前から商標を使

用していたという事実には信憑性があるとした。原告がタイ国内において登録したとして

も、被告には、原告よりも優先する権利があるため、被告の権利に何ら影響はない。被告

が原告よりも前に商標の真の使用者であったことから、原告の被告に対する訴訟には理由

がないとして、訴えは却下された。 
 

※１ 原告の登録商標 

  

※２ 原告の登録出願した商標 

 

 



最高裁判例3178/2545 
原告：BBA PLグループ 
被告：ケフテックス 

知的財産・登録商標に関する事案 

 
 原告は、エンジン起動とブレーキ、走行のためのエンジンベルト、ブレーキ、クラッチ、

ブレーキ軸、タイヤのストッパー、電気モーター、バッテリーに既に使用して、公表され

ている「MINTEX」の商標の権利者であると主張した。被告は、「WINTEX」という文字と
幾何学模様からなる商標と（下記※１参照）と「WINTEX」という文字とサイに似た図形
からなる商標（下記※２参照）を、ブレーキ布とクラッチ製品を指定商品として登録出願

をした。原告は、被告の商標は原告の「MINTEX」の商標と同一又は類似であるため、商
標の所有者と製造元に関して公衆に誤認と混同が生じることを理由として、被告の登録商

標の取消を請求した。裁判所は、原告商標は、「MINTEX」という文字しかなく、被告の商
標のように図形と組み合わされていないが、原告と被告の商品は共にそれぞれの商標に基

づいて称呼されており、原告の商標では「MINTEX」、被告の商標では「WINTEX」と呼ば
れているため、この部分が原告と被告の商標における要部であるとした。また、「MINTEX」
と「WINTEX」とはどちらも文字による表記であり、「INTEX」の五文字が同じであり、
その前にある一文字のみが、原告の商標が「M」であるのに対し、被告の商標が「W」で
あるという点で相違しているものの、これはローマ字を知らない者や理解していない者に

おいて、商標所有者と製造元に関して誤認と混同を生じる可能性があるとした。以上から、

裁判所は、被告の商標登録を2つとも取り消した。 
 

※１ 被告の商標（１） 

 

 

※２ 被告の商標（２） 

 



1

タイにおける知的財産権タイにおける知的財産権

の実施に関する全体像の実施に関する全体像

中央知的財産国際貿易裁判所中央知的財産国際貿易裁判所 長官長官

スヴィチャー・ナークワチャラスヴィチャー・ナークワチャラ



2

TRIPTRIPｓｓ協定以前の保護付与協定以前の保護付与

知的財産は各国の国内法だけで保護されて知的財産は各国の国内法だけで保護されて

いた。いた。

パリ条約・ベルヌ条約などの多国間条約加盟パリ条約・ベルヌ条約などの多国間条約加盟

国もあった。国もあった。



3

TRIPsTRIPs協定の由来協定の由来

知的財産の問題を貿易交渉に取入れたのは知的財産の問題を貿易交渉に取入れたのは

ガットガット･･ウルグアイウルグアイ･･ラウンドが最初であった。ラウンドが最初であった。

19941994年年44月月1515日、ガット加盟国は日、ガット加盟国はWTOWTOの設立の設立

を批准した。を批准した。



4

TRIPsTRIPs協定の由来（続）協定の由来（続）

貿易関連の知的財産の側面に関する協定貿易関連の知的財産の側面に関する協定

（（Agreement on Trade Agreement on Trade ‒‒ Related Aspects of Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, including Trade Intellectual Property Rights, including Trade 

in Counterfeit Goodsin Counterfeit Goods ））

TRIPsTRIPs協定協定が結ばれる。が結ばれる。



5

TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

加盟国は、知的財産権保護を自国と加盟国は、知的財産権保護を自国と

他の加盟国の国民に付与する。他の加盟国の国民に付与する。



6

TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

他の加盟国への保護付与他の加盟国への保護付与

•• 内国民待遇内国民待遇、、National TreatmentNational Treatment

•• 加盟国は加盟国は最恵国待遇を最恵国待遇を受ける、受ける、MostMost--
FavouredFavoured--Nation TreatmentNation Treatment （（MFNMFN））



7

TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

同盟国の履行義務として、協定の規約同盟国の履行義務として、協定の規約

にある最低限の保護基準により知的財にある最低限の保護基準により知的財

産権保護・実施の効果的措置をしなけ産権保護・実施の効果的措置をしなけ

ればならなく、少なくとも知的財産権保ればならなく、少なくとも知的財産権保

護に関して８項目の法律を制定しなけ護に関して８項目の法律を制定しなけ

ればならない。ればならない。



8

TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

第一項目第一項目 著作権と著作隣接権著作権と著作隣接権

仏暦仏暦25372537年（西暦年（西暦19941994年）の法律により、ベ年）の法律により、ベ
ルヌ条約を基礎とした著作権保護が付与さルヌ条約を基礎とした著作権保護が付与さ
れている。著作権者の排他的権利は、そのれている。著作権者の排他的権利は、その
権利貸与にまで保護が及ぶ。また、ローマ権利貸与にまで保護が及ぶ。また、ローマ
条約に従った著作隣接権保護が、条約に従った著作隣接権保護が、実演家実演家
や、レコード及び映像や、レコード及び映像を普及する組織にも与を普及する組織にも与
えられているえられている



9

著作権と著作隣接権著作権と著作隣接権

•• 著作権法は民事著作権法は民事･･刑事の罰則規定を有する。刑事の罰則規定を有する。

•• 条件を満たせば、アイデアを表現すると、登条件を満たせば、アイデアを表現すると、登
録をすることなく、自動的に保護される。録をすることなく、自動的に保護される。

•• タイでは、知的財産局が、証拠として著作権タイでは、知的財産局が、証拠として著作権
申告を受理しているが、これは登録制度では申告を受理しているが、これは登録制度では

ない。ない。



10

著作権と著作隣接権（続）著作権と著作隣接権（続）

著作者が、著作者が、タイ国籍でない者又は外国にタイ国籍でない者又は外国に

居住する者の場合には、以下の条件で著作居住する者の場合には、以下の条件で著作
権法に基づいた保護が付与される。権法に基づいた保護が付与される。

著作物を発行していない場合、著作者は、著作物を発行していない場合、著作者は、
タイが加盟している著作権保護条約（タイが加盟している著作権保護条約（ベルヌベルヌ
条約と条約とTRIPTRIPｓｓ協定）加盟国の協定）加盟国の国籍を有する者国籍を有する者
であるか、又は、その国内でその著作活動のであるか、又は、その国内でその著作活動の
全期間又は大半の期間を行っていること。全期間又は大半の期間を行っていること。



11

著作権と著作隣接権（続）著作権と著作隣接権（続）

著作物の発行を行った場合、その最初著作物の発行を行った場合、その最初
の発行を、タイ又はタイが加盟している著作権保の発行を、タイ又はタイが加盟している著作権保
護条約加盟国で行っていること。もしくは、最初護条約加盟国で行っていること。もしくは、最初
の発行を加盟国以外の国で行い、その後その発の発行を加盟国以外の国で行い、その後その発
行を、タイ又はタイが加盟している著作権保護条行を、タイ又はタイが加盟している著作権保護条
約加盟国で、最初の発行の日から起算して約加盟国で、最初の発行の日から起算して3030日日
以内に行った場合。以内に行った場合。
あるいは、最初の発行を行った時に、著作者あるいは、最初の発行を行った時に、著作者

はタイが加盟している著作権保護条約加盟国のはタイが加盟している著作権保護条約加盟国の
国籍を有しているか、もしくは、最初の発行を国籍を有しているか、もしくは、最初の発行を
行った時に、著作者が、タイ又はタイが加盟して行った時に、著作者が、タイ又はタイが加盟して
いる著作権保護条約加盟国に滞在していた場いる著作権保護条約加盟国に滞在していた場
合。合。
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TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

第二項目第二項目 商標商標

タイでは、仏暦タイでは、仏暦25342534年（西暦年（西暦19911991年）の年）の

商標法が商標とサービスマークに保護を商標法が商標とサービスマークに保護を

付与している。付与している。
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商標商標

•• 商標保護は自動的に発生しない。商標の所商標保護は自動的に発生しない。商標の所

有者は、登録をして完全な保護を受ける。有者は、登録をして完全な保護を受ける。

•• 登録がない場合に、告訴できるのは、刑法に登録がない場合に、告訴できるのは、刑法に

基づく商取引に関する犯罪の場合か、もしく基づく商取引に関する犯罪の場合か、もしく

は有名商標の場合のみである。は有名商標の場合のみである。
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商標（続）商標（続）

外国で最初の登録出願をした商標の保護に外国で最初の登録出願をした商標の保護に

ついては、最初の登録日から起算してついては、最初の登録日から起算して66ヶ月以ヶ月以

内にその商標登録出願をタイで行えば、タイで内にその商標登録出願をタイで行えば、タイで

も保護が付与される。更に、外国での最初のも保護が付与される。更に、外国での最初の

商標登録出願日が、タイでの商標登録出願日商標登録出願日が、タイでの商標登録出願日

とみなされる。とみなされる。
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商標（続）商標（続）

初回の商標登録出願国は、タイに事業の初回の商標登録出願国は、タイに事業の

本店を持つ者、又はタイ国籍の者に対し同様本店を持つ者、又はタイ国籍の者に対し同様

の権利を付与しなければならない。更に、初の権利を付与しなければならない。更に、初

回の商標登録出願国は、出願者の真正な事回の商標登録出願国は、出願者の真正な事

業の主たる事務所がある国か、出願者が居業の主たる事務所がある国か、出願者が居

住する国であるか、又は出願者が国籍を有住する国であるか、又は出願者が国籍を有

する国であることなどの条件がある。する国であることなどの条件がある。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第三項目第三項目 地理的表示地理的表示

タイの仏暦タイの仏暦25462546年（西暦年（西暦20032003年）の地理年）の地理
的表示保護法は、公衆を誤認させる地理的的表示保護法は、公衆を誤認させる地理的
表示の使用防止、及びパリ条約に従った商表示の使用防止、及びパリ条約に従った商
取引の不正競争防止を規定している。取引の不正競争防止を規定している。
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地理的表示地理的表示

外国の地理的表示がタイで保護を受ける外国の地理的表示がタイで保護を受ける

には、には、 その国の国内法により保護付与されその国の国内法により保護付与され

ている地理的表示であること、並びにタイでている地理的表示であること、並びにタイで

の登録出願日まで継続して使用しているこの登録出願日まで継続して使用しているこ

とを示す明白な証拠を提示しなければならとを示す明白な証拠を提示しなければなら

ない。ない。
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地理的表示（続）地理的表示（続）

登録出願者は、タイが加盟している地登録出願者は、タイが加盟している地

理的表示保護の条約や協定の加盟国籍理的表示保護の条約や協定の加盟国籍

を有するか、あるいは、前述の条約加盟を有するか、あるいは、前述の条約加盟

国又はタイに、居住するか又は加盟国に国又はタイに、居住するか又は加盟国に

真正な事業所がなければならない。真正な事業所がなければならない。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第四項目第四項目 工業意匠工業意匠

仏暦仏暦25222522年（西暦年（西暦19791979年）の特許法に、製品年）の特許法に、製品

デザインの保護に関する条項が規定されていデザインの保護に関する条項が規定されてい

る。る。
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工業意匠工業意匠

加盟国は、自由に創作された新規又加盟国は、自由に創作された新規又
は原図である工業意匠に対して、保護付は原図である工業意匠に対して、保護付
与の規定をしなければならない。この保護与の規定をしなければならない。この保護
を付与された意匠の所有者は、保護を付を付与された意匠の所有者は、保護を付
与された意匠の模造品や、保護を付与さ与された意匠の模造品や、保護を付与さ
れた意匠で構成された意匠の模造品のれた意匠で構成された意匠の模造品の
製造、売却、輸入を防止する権利を有す製造、売却、輸入を防止する権利を有す

る。る。
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工業意匠（続）工業意匠（続）

特許出願する製品デザインは、工業や工特許出願する製品デザインは、工業や工

芸の新規な製品デザインであること、そして芸の新規な製品デザインであること、そして

保護期間は特許出願日から起算して保護期間は特許出願日から起算して1010年年

である。である。
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TRIPsTRIPs協定に基づく協定に基づく保護付与保護付与

第五項目第五項目 特許特許

仏暦仏暦25222522年（西暦年（西暦19791979年）の特許法により年）の特許法により

特許の保護は、製品及び手法が、あらゆる技特許の保護は、製品及び手法が、あらゆる技

術分野における種々の発明であり、新規・高術分野における種々の発明であり、新規・高

度・かつ工業に適用できるものであれば、付度・かつ工業に適用できるものであれば、付

与される。与される。
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特許特許

•• 発明特許の保護期間は、タイでの特許出願発明特許の保護期間は、タイでの特許出願

日から起算して日から起算して2020年間である。年間である。

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）から、高度でない年）から、高度でない

発明に対しても、実用新案として保護してい発明に対しても、実用新案として保護してい

る。る。
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特許（続）特許（続）

自然界に生息する微生物や微生物の組自然界に生息する微生物や微生物の組

織の一部織の一部･･動物動物･･植物植物･･動植物から抽出した物動植物から抽出した物
質に対する保護付与については、タイは反対質に対する保護付与については、タイは反対
している。商取引での独占防止、並びに人やしている。商取引での独占防止、並びに人や
動物の生命動物の生命･･健康を保全し、甚大な環境破壊健康を保全し、甚大な環境破壊
を避けるために、人や動物の病気についてのを避けるために、人や動物の病気についての
識別識別･･処置処置･･治療等の手法についても保護をし治療等の手法についても保護をし
ない。ない。
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特許（続）特許（続）

一方、植物品種改良一方、植物品種改良･･開発を奨励し、仏暦開発を奨励し、仏暦

25422542 年年 ((西暦西暦19991999年）の植物品種保護法に年）の植物品種保護法に

基づき、権利や保護を付与をし、その動機の基づき、権利や保護を付与をし、その動機の
育成と奨励をしている。育成と奨励をしている。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第六項目第六項目 半導体集積回路の半導体集積回路の

回路配置回路配置

タイの仏暦タイの仏暦 25432543年年((西暦西暦20002000年）の年）の半導半導
体集積回路の回路配置保護法は体集積回路の回路配置保護法は、、半導体集半導体集
積回路の回路配置積回路の回路配置、、半導体集積回路、回路半導体集積回路、回路
配置をされた製品等の開発配置をされた製品等の開発とと技術移転を特技術移転を特
別に奨励している別に奨励している 。。
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半導体集積回路の半導体集積回路の

回路配置回路配置

どのような形態のデザイン・設計図・図面でどのような形態のデザイン・設計図・図面で
あってもあっても、集積回路の配置を示すものであり、、集積回路の配置を示すものであり、
設計者本人が製造し、集積回路業界で周知で設計者本人が製造し、集積回路業界で周知で
ないものに対して保護が付与される。あるいないものに対して保護が付与される。あるい
は、周知の回路配置を新しい回路配置に製造は、周知の回路配置を新しい回路配置に製造
し直し、集積回路業界で周知でないものなどし直し、集積回路業界で周知でないものなど
は、保護の対象となることもある。は、保護の対象となることもある。
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半導体集積回路の半導体集積回路の
回路配置回路配置 （続）（続）

国内外を問わず、回路配置を商業上利用国内外を問わず、回路配置を商業上利用

している場合には、登録出願は、回路配置がしている場合には、登録出願は、回路配置が
商業的に利用された日から起算して商業的に利用された日から起算して22年以内年以内
になさなければならない。もし、製造の完了後になさなければならない。もし、製造の完了後
から起算してから起算して1515年間回路配置が商業的に利年間回路配置が商業的に利
用されていない場合、登録することができな用されていない場合、登録することができな
い。い。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第七項目第七項目 営業秘密の保護営業秘密の保護

仏暦仏暦25452545年（西暦年（西暦20022002年）の営業秘密法は、営業年）の営業秘密法は、営業
上価値ある秘密情報であれば、営業秘密として保護上価値ある秘密情報であれば、営業秘密として保護
される。される。
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営業秘密の保護営業秘密の保護

•• 自由な事業活動を奨励。自由な事業活動を奨励。

•• 不正な事業活動を防止することによって、情不正な事業活動を防止することによって、情

報の所有者がその情報やノウハウを用い報の所有者がその情報やノウハウを用い

て、競合相手より有利になるためである。て、競合相手より有利になるためである。
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営業秘密の保護（続）営業秘密の保護（続）

•• 考案考案･･創作から生じた情報の中には、他の知創作から生じた情報の中には、他の知
的財産関連法で保護される対象にならないも的財産関連法で保護される対象にならないも
のがある。この場合、営業秘密としての保護のがある。この場合、営業秘密としての保護
を選択することもできる。を選択することもできる。

•• 情報の所有者は、この営業秘密が守られてい情報の所有者は、この営業秘密が守られてい
る限り、この営業秘密から商業上の利益追求る限り、この営業秘密から商業上の利益追求
ができ、他の知的財産に保護期間があるのとができ、他の知的財産に保護期間があるのと
異なる。異なる。
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TRIPsTRIPsに基づく保護付与に基づく保護付与

第八項目第八項目 契約による権利実施許諾等契約による権利実施許諾等

における反競争的行為の規制における反競争的行為の規制
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契約による権利実施許諾等に契約による権利実施許諾等に
おける反競争的行為の規制おける反競争的行為の規制

タイの仏暦タイの仏暦25372537年（西暦年（西暦19941994年）の著作年）の著作
権法権法のの保護保護に関するに関する条項条項はは、、他人に権利他人に権利
実施を許諾する上で、競争制限をする不実施を許諾する上で、競争制限をする不
正な条件を規定することはできないとして正な条件を規定することはできないとして
いる。いる。
これについては、これについては、 どのようなもどのようなもののがが競競
争制限争制限の合意にあたるかをの合意にあたるかを省省令が令が規定規定しし
ているている。。
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TRIPsTRIPs協定以外の保護付与協定以外の保護付与

この他、タイが付与している保護この他、タイが付与している保護

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）のタイ式医療に年）のタイ式医療に

関する知恵の保護関する知恵の保護･･奨励に関する法律奨励に関する法律
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タイ式医療とその知恵タイ式医療とその知恵

タイ式処方箋タイ式処方箋･･タイ式医療処方についてのタイ式医療処方についての

タイ式医療の知恵に関する権利保護には、タイ式医療の知恵に関する権利保護には、

登録が必要で、その保護期間は権利者の生登録が必要で、その保護期間は権利者の生

存期間と一致する。他人への譲渡は難しい存期間と一致する。他人への譲渡は難しい

が、遺産相続はできる。この法律では、タイが、遺産相続はできる。この法律では、タイ

国籍の者だけにこの保護を付与している。国籍の者だけにこの保護を付与している。
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TRIPsTRIPs協定以外の保護付与協定以外の保護付与

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）の植物品種保年）の植物品種保

護法は、護法は、新種・特定の地域にだけ生息する新種・特定の地域にだけ生息する

植物・植物遺伝子などを保護している。植物植物・植物遺伝子などを保護している。植物

品種の登録には、登録出願日の一年以上品種の登録には、登録出願日の一年以上

前に品種改良者、又は品種改良者の同意前に品種改良者、又は品種改良者の同意

により、繁殖した品種の一部を、何らかの方により、繁殖した品種の一部を、何らかの方

法で国内外を問わず売却・販売していない法で国内外を問わず売却・販売していない

ことが必要。ことが必要。
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植物品種保護（続）植物品種保護（続）

登録出願日に、国内外を問わず、他登録出願日に、国内外を問わず、他

と異なる植物品種であること、更に、環境やと異なる植物品種であること、更に、環境や

国民の健康国民の健康･･安全に甚大な影響が無いこ安全に甚大な影響が無いこ

と。と。
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種々の知的財産を保護するタイの法律種々の知的財産を保護するタイの法律

は、権利者をタイ国籍の者かタイに居住すは、権利者をタイ国籍の者かタイに居住す

る者に限定せず、関連法の保護付与のたる者に限定せず、関連法の保護付与のた

めの出願要件を満たすならば、外国の権めの出願要件を満たすならば、外国の権

利者にも国民と同様の保護を付与してい利者にも国民と同様の保護を付与してい

る。る。
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TRIPsTRIPs協定後の保護付与協定後の保護付与

TRIPsTRIPs協定批准後協定批准後

経済的経済的･･技術的に発展した国は、技術的に発展した国は、TRIPsTRIPs協定協定

の最低限の保護基準より高い知的財産権のの最低限の保護基準より高い知的財産権の

保護をしている。新しい規則を作り、今までの保護をしている。新しい規則を作り、今までの

基準を拡張する「基準を拡張する「TRIPsTRIPsプラス」プラス」が生まれた。が生まれた。

「「TRIPsTRIPsプラス」プラス」をを二国間同盟・地域・多国間同二国間同盟・地域・多国間同

盟レベルで合意しようとする試みもあった。盟レベルで合意しようとする試みもあった。
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TRIPsTRIPs協定後の保護付与協定後の保護付与

タイ・アメリカ間自由貿易協定で、知的タイ・アメリカ間自由貿易協定で、知的

財産権実施について興味深い点をあげ財産権実施について興味深い点をあげ

る。る。
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タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定自由貿易協定

知的財産権実施について興味深い点知的財産権実施について興味深い点

•• 法定損害賠償 （法定損害賠償 （ PrePre--established established 
DamagesDamages））による損害賠償請求を選による損害賠償請求を選
択できるとする規定。択できるとする規定。
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タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定（続）自由貿易協定（続）

•• 押収命令、侵害商品の処分、偽造商標が押収命令、侵害商品の処分、偽造商標が

除去された商品の流通経路除去命令など、除去された商品の流通経路除去命令など、

侵害商品の処置について裁判所は権限を有侵害商品の処置について裁判所は権限を有

する。する。
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タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定（続）自由貿易協定（続）

著作権と商標の侵害者に対して、刑罰を規定

しなければならない。これには禁固・罰金刑、

侵害商品の押収・差押え・処分・侵害商品生

産に使用した機器の処分、この機器処分に

対する弁償はない等がある。
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タイの知的財産侵害対策タイの知的財産侵害対策

CDCD製造機械輸入統制策製造機械輸入統制策

CDCD製造管理製造管理策策

報奨金報奨金･･賞金策賞金策

阻止対策阻止対策

啓蒙対策啓蒙対策
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多すぎる刑事訴訟多すぎる刑事訴訟

権利者が警察・検察による刑事対策をとる方権利者が警察・検察による刑事対策をとる方

が、被害者による訴訟より多い。が、被害者による訴訟より多い。

告訴された者の多くは、大規模製造業者より告訴された者の多くは、大規模製造業者より

小売商が多い。小売商が多い。

被害者はタイの刑事による方法で、加害者か被害者はタイの刑事による方法で、加害者か

ら損害賠償を請求するのみである。ら損害賠償を請求するのみである。
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中央知的財産国際貿易裁判所中央知的財産国際貿易裁判所

中央知的財産国際貿易裁判所は、専門裁判中央知的財産国際貿易裁判所は、専門裁判

所で、仏暦所で、仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）年）1212月月11日に日に

設立された。設立された。
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裁判所の管轄裁判所の管轄

事件は事件は22種類に分けられる。種類に分けられる。

•• 知的財産事件については、民事知的財産事件については、民事･･刑事刑事

共に裁判管轄がある。共に裁判管轄がある。

•• 国際貿易に関する事件については、民国際貿易に関する事件については、民

事についてのみ裁判管轄がある。事についてのみ裁判管轄がある。
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管轄を有する知的財産事件管轄を有する知的財産事件

•• 商標・著作権・特許に関する刑事事件。商標・著作権・特許に関する刑事事件。

•• 商取引に関する刑事事件。例えば、原産地を商取引に関する刑事事件。例えば、原産地を
誤認させ消費者を混同させて販売、他人が創誤認させ消費者を混同させて販売、他人が創
作した標章名を使用、商標の偽造作した標章名を使用、商標の偽造･･模造、輸模造、輸
入、販売、販売の申し出など。入、販売、販売の申し出など。

•• 商標、著作権、特許に関する民事事件。技術商標、著作権、特許に関する民事事件。技術
移転契約・権利実施許諾契約紛争に関する移転契約・権利実施許諾契約紛争に関する
事件。事件。
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管轄を有する知的財産事件（続）管轄を有する知的財産事件（続）

•• 商取引に関する民事事件。商取引に関する民事事件。

•• 半導体集積回路の回路配置、科学的探求、半導体集積回路の回路配置、科学的探求、

営業名、商品原産地を示す地名に関する名営業名、商品原産地を示す地名に関する名

称、営業秘密、植物品種保護などの紛争に称、営業秘密、植物品種保護などの紛争に

関する民事関する民事･･刑事事件。刑事事件。
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管轄を有する国際取引管轄を有する国際取引

•• 売買、バーター取引、外国為替、国際サービ売買、バーター取引、外国為替、国際サービ

ス、国際運輸、その他関連する保険や法的行ス、国際運輸、その他関連する保険や法的行

為に関する民事事件為に関する民事事件

•• 信用状、国内外への送金、荷為替手形担保信用状、国内外への送金、荷為替手形担保

荷物保管証、これらについての保険に関する荷物保管証、これらについての保険に関する

民事事件民事事件
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管轄を有する国際貿易（続）管轄を有する国際貿易（続）

•• 船舶抑留に関する民事事件船舶抑留に関する民事事件

•• 市場占有、外国からの商品購買支援とサービ市場占有、外国からの商品購買支援とサービ

スに関する民事事件スに関する民事事件

•• 知的財産と国際取引に関する事件の旧債論知的財産と国際取引に関する事件の旧債論

争に関する調停の民事事件争に関する調停の民事事件
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仏暦仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）の知的年）の知的
財産と国際貿易事件の規定財産と国際貿易事件の規定

•• 裁判所に外国語（英語）の証拠書類を提出裁判所に外国語（英語）の証拠書類を提出

した場合、翻訳は不要である。した場合、翻訳は不要である。

•• 公判前協議のための召集がある。公判前協議のための召集がある。

•• 証人の供述書又は意見書を証人尋問の代証人の供述書又は意見書を証人尋問の代

替にすることができる。替にすることができる。
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仏暦仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）の知的年）の知的
財産と国際貿易事件の規定財産と国際貿易事件の規定

（続）（続）

•• 裁判所は、法廷の外部にいる証人尋問をテレ裁判所は、法廷の外部にいる証人尋問をテレ

ビ会議で行ったり、インターネットを通じて英語ビ会議で行ったり、インターネットを通じて英語

での調停を認めることもあり、裁判の迅速化での調停を認めることもあり、裁判の迅速化

が図られている。が図られている。



54

予防差止め命令予防差止め命令（（Preventive Preventive 
InjunctionInjunction））

•• 裁判所に対し、中間的差止め命令裁判所に対し、中間的差止め命令
（（ Interlocutory injunction Interlocutory injunction ））を、裁判所に事件を、裁判所に事件
が送致される前に請求することができる。が送致される前に請求することができる。

•• Anton Anton PillerPiller OrderOrderの原則に従い、令状を以っの原則に従い、令状を以っ
て侵害に関する証拠の保全て侵害に関する証拠の保全 ができる。ができる。
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外国との協力事業外国との協力事業

多くの中から、例を挙げると多くの中から、例を挙げると

•• 海外の学者海外の学者･･専門家による講義・意見交換・体専門家による講義・意見交換・体
験談がある。一方、講師として招かれることも験談がある。一方、講師として招かれることも
ある。ある。

•• 米国際開発局と米国際開発局とSTARSTAR--VietnamVietnamの共同事業での共同事業で
知的財産研修知的財産研修 をヴェトナムから判事を招聘しをヴェトナムから判事を招聘し
てて22週間行った。週間行った。
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国内の他機関との協力事業国内の他機関との協力事業

•• 学術面での協力は、知識交換の場として、学術面での協力は、知識交換の場として、

内外の資格者を招聘し、判事、裁判所職内外の資格者を招聘し、判事、裁判所職

員、他の司法機関からは検事・警察官、学員、他の司法機関からは検事・警察官、学

者、法律顧問、弁護士、その他希望者など者、法律顧問、弁護士、その他希望者など

と、新しい法律についての知識と、新しい法律についての知識･･体験の交体験の交

換をしている。換をしている。
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国内の他機関との協力事業（続）国内の他機関との協力事業（続）

•• 自由貿易協定相手国と知的財産について自由貿易協定相手国と知的財産について

の交渉に使用するために、判決や知的財の交渉に使用するために、判決や知的財

産局に関連する法律の情報を提供してい産局に関連する法律の情報を提供してい

る。る。
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外国との学術協力事業外国との学術協力事業

早稲田大学との協力では、知的財産事件早稲田大学との協力では、知的財産事件

の判決をデータベースにしている。中央知の判決をデータベースにしている。中央知

的財産国際貿易裁判所の上級判事が、最的財産国際貿易裁判所の上級判事が、最

高裁判決、中央知的財産国際貿易裁判所高裁判決、中央知的財産国際貿易裁判所

判決などから、タイの特異な判決を収集し、判決などから、タイの特異な判決を収集し、

英語に翻訳している。早稲田大学のウェブ英語に翻訳している。早稲田大学のウェブ

サイトから、閲覧できる。サイトから、閲覧できる。
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今後の政策今後の政策

•• 現在タイの政策としては、商業裁判所の設立現在タイの政策としては、商業裁判所の設立

がある。商業事件の訴訟法を制定して、一般民がある。商業事件の訴訟法を制定して、一般民

事から切り離し商業活動の状況と要求に対応事から切り離し商業活動の状況と要求に対応

する。する。

•• タイ著作権法の多くの点について改正への取タイ著作権法の多くの点について改正への取

り組みを行う。り組みを行う。
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この過去この過去77年間の責務から言えることは、中年間の責務から言えることは、中

央知的財産国際貿易裁判所は、事業者・投資央知的財産国際貿易裁判所は、事業者・投資

家・並びにいかなる国の者にも公正な保障をす家・並びにいかなる国の者にも公正な保障をす

る重要な役目を果たしたということであるる重要な役目を果たしたということである。。
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Protection of IPRs and 
Litigation over IP Cases in Thailand

Visit Sripibool
Waseda University, Japan

12 October 2005



2

Thailand IP LawThailand IP Law
1. Copyright Act
2. Trademark Act
3. Patent Act
4. Trade Secrets Act
5. Geographical Indication Protection Act
6. Plant Varieties Protection Act
7. Protection of Layout-Designs of 

Integrated Circuits Act

8. Thai Traditional Medicine and Local 
Knowledge Protection and Promotion Act

9. The Production of CDs Product Act
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Copyright

• Infringed Work 
– Cartoon
– Game
– Computer Program
– Musical Work
– Book
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Copyright Cases

• Non copyrighted work
– Superman (JSC 368/1969)
– Winnie the Pooh (JSC 2000/2000) 

The creative idea of a cartoon 
inspired by the beauty of natural 
animals was not protected

• Copyrighted Work
– An Elephant Roundup Ceremony

Painting (JSC 3240/2000)
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Copyright Cases

• Infringement Action
– The Photocopy Shop copied 

excerpts from books, and 
produced 43 packs of compiled 
excerpts for the student who 
needed the copies for research or 
study of the university nearby to 
buy not fair use 
(JSC 5843/2000)
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Trademark

• Infringed Trademark 
– Mobile Accessory
– Car Parts
– Medicine
– Women Accessory

• Louis Vuitton
• Christian Dior
• Ferragamo
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Trademark Cases

• “SONY IMPEX” identical with or similar to 
“SONY” (JSC 542/2003)

• The mark “ ” is the 2 dimensional picture 

(height and width) ,therefore is not shape 
and configuration (3 dimensional – depth, 
height and width) but  such mark was the 
invented picture can be registered 
as a trademark (JIP&ITC IP.66/2004)
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Patent

Infringed Goods v. Genuine Goods
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Patent Cases

• White Kwao Krua (Pueraria mirifica)
Thai Herb, White Kwao Krua is the ingredient for Thai 

traditional medicine. The dried White Kwao Krua will be 
sliced and blended with the other herb, used for prolong life 
and strengthen body. 

The recipe in dispute which is the 
blend of White Kwao Krua and the 
other herbs is not the new invention 
but traditional knowledge of the Thai 
people not patentable (JIP&IT IP 
131/2002)
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Trade Secrets Cases
2 cases were filed to the CIP&IT Court now

1. Disclosure of the Consumer 
list without the consent of the 
owner in a manner contrary to 
honest trade practices

2. The usage of Trade Secrets 
“the Japanese Sauce”
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Registration of IP

• Registration as the Condition 
for the Protection
– Trademark 
– Patent

• Registration of Copyright
– is evidence that the work is 

protected by copyright and that 
the person registered, are the 
owner
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Registration of IP

• Registration of GIs
– For the protection of 

manufacturers and 
public

– Thai Jasmine Rice 
Hommali Rice

– Petchaboon Tamarind 
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Licensing Agreement

• Verbal / Implied / Written Agreement
– Copyright

• Written Form + Register with Department 
of Intellectual Property
– Trademark 
– Service Mark
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Litigation over IP Cases In Thailand

1. Institute the case before the court
• Civil and / or Criminal Cases
• By public prosecutor or injured person 
• To the Central IP&IT Court, appeal to 

the Supreme Court
2. Alternative Dispute Resolution

• Negotiation
• Mediation in court / out court
• Arbitration
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Institute IP Cases 2 ways

1. Public Prosecutor enters a charge to the court

Injured Person 

Police Officer 

Public Prosecutor
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Protection of IPRs 2 ways

2. Injured Person himself institutes the case

Injured Person

Criminal CaseAnd / orCivil Case
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IP Law of Thailand and the other 
Asian Countries

• Thailand the injured person can 
himself bring the criminal case

• Singapore / Indonesia / China 
only the government authority can 
bring the criminal case
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Malaysia
• Copyright copyright law is not concerned with the 

reproduction of ideas, but with the reproduction of the 
form in which ideas are expressed. The plaintiffs' claim 
for copyright infringement failed since they were 
seeking to protect the idea of the 
function of the tyre and not its artistic 
value. (Goodyear Tire & Rubber Co. & 
Anor. v. Silverstone Tire & Rubber Co. 
Sdn. Bhd.1994)
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Malaysia

• Franchising under Franchise Act 1998
• Trade Secrets protected under Contract              

Act 1950
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Philippines

• Granting the registration of the discovery of 
micro-organism

• Thailand naturally occurring microorganisms 
and their components are not protected under 
the Patent Act (art 9.)
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Vietnam

• The IP cases is under the Civil and 
Commercial Code

• The IP Law is drafting
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India

• Copyright sixty years after the death of the 
author

• No Trade Secrets Law
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New Trend of Thai IP Law

• Copyright infringement will 
be non compoundable 
offence

• One half of the fine paid in 
accordance with the 
judgment will not be paid to 
the copyright owner
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New Trend of Thai IP Law

• The Collecting Society for 
copyrighted works

• Copyright Infringement in the 
digital environment

• The protection of sound and 
scent marks are discussed
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• Thailand is the IP 
protection countries.
This year 180,300 items
of the infringed good, 
worth 37,596,715 baht 
were destroyed.
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FOR EDUCATIONAL USE ONLY

Tente Rollen Co., Ltd et al. v. Polomer Form Co., Ltd et al.

>>Country/Court
Thailand / J.IP&IT.

>>Case No.
No.122/2004

>>Decision Date  
November 17, 2004

>>Parties
Plaintiff:         1.Tente Rollen Co., Ltd.

                   2. Thimeng Luklore (Bangkok) Co., Ltd.

Defendants:    1. Polomer Form Co., Ltd

                   2. C. L. Wheel Coperation Co., Ltd.

>>fact
The plaintiffs claimed he was a creator of wheels for a supermarket pushcart as series numbers 2875 ZJP 125 P

30 and 2875 ZIP 125 P 30 which had been created, developed, and invented by the first plaintiff located in

Germany. These wheels can be used with the pushcarts for beauty and special technics, called " Beauty &

Special". The first plaintiff initiated the idea to create and to invent the wheels by means of drawing a picture of

the proposed wheels, setting a ratio of convex to concave angles, selecting a variety of colours for the purpose

of beauty so that when the wheels were attached to the pushcart they produced an attractive model plus an

additional feature of a special lock for the wheels when used on a  slope.

 The first plaintiff's work was very popular worldwide. In 1999, the said wheels of the first plaintiff were

imported into Thailand by the second plaintiff. In a short time the goods mentioned were very popular with

department stores.  Both plaintiffs had planned to sell more than 80,000 wheels a year in Thailand intending to

make a profit on each of 100 Baht. However, in the year of 2000, the second plaintiff was unable to sell the

wheels according to the plan. The plaintiff found that the two defendants had copied the shape and design of

the first plaintiff's wheel. The plaintiff claimed that the defendants' wheels were the same as the wheels of the

first plaintiff in their geometry of convex ,concave angles, and their colouring, and also the good features and

function of the wheels of both parties were the same. The two defendants argued that two plaintiffs had no right

to claim as the wheels invented wheels as series numbers 2875 ZJP 125 P 30 and 2875 ZIP 125 P 30 had not

been designed by the first plaintiff. The first plaintiff's wheels were not copyrightable. The two defendants had

never copied the design of the first plaintiff's wheels. 

>>Issue
Was the first plaintiff the owner or the inventor or the creator of the wheels of series numbers  2875 ZJP 125 P

30 and 2875 ZIP 125 P 30? 

Were  the first plaintiff's wheels protected by the Patent Act or Copyright Act? 

>>Holding and Decision

(c)Research Center for the Legal System of Intellectual Property,

Center of Excellence-Waseda Institute for CorporationWaseda University 21st Century COE Program
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Ruling

The Central Intellectual Property and International Trade Court ordered in favour of  the two defendants. The

Court dismissed the claims of both plaintiffs. The two defendants were also ordered to pay the fees of the court.

The lawyer's fees were fixed at 50,000 Baht each. 

Opinion

The Court found that the first plaintiff who was in the business of wheels had been the owner, creator and

designer for a variety of types of wheels for a long time, including the series numbers  2875 ZJP 125 P 30 and

2875 ZIP 125 P 30.  The Court also found that the first plaintiff had submitted the evidence in artistic terms  for

the characteristics of the wheels.

 In general, wheels were an invention that had been created  hundreds of years ago and had been developed and

improved continuously over that period of time adapting to the environment of their use, but their basic

function had never changed. That is, the wheels were rolling equipment  to move things from one place to

another, and they must be connected to other parts of a vehicle to serve this purpose. The wheel could not

solely be useful by itself. Furthermore, all kinds of wheel had the same geometry that of a circle. The

differences were in the way of the scale or dimension. These characters of difference were the main point of the

differences between wheels.  The wheel could not solely be a work of art in itself. The claim of unique beauty

and elegance of their wheels raised by two plaintiffs was not clear. Accordingly the first plaintiff's wheels were

not copyrightable, and not patentable. 

>>Editor's Analysis

>>Others
Summarized and Translated by V.S.

Edited by Richard Plummer

(c)Research Center for the Legal System of Intellectual Property,

Center of Excellence-Waseda Institute for CorporationWaseda University 21st Century COE Program
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FOR EDUCATIONAL USE ONLY

Bangkok Guide Limited Partnership v The Starduck Media Co., Ltd. et al

>>Country/Court
Thailand / J.IP&IT.

>>Case No.
No.184/2004

>>Decision Date  
January 23, 2004

>>Parties
Plaintiff:         Bangkok Guide Limited Partnership

Defendants:    1. The Starduck Media Co., Ltd.

  2.  Surasak Samarntrakulchai

  3.  Daongdao Samarntrakulchai

>>fact
The plaintiff brought a criminal prosecution against the defendants, stating that he the plaintiff was the

copyright owner of a detailed book of road maps of Bangkok. These maps also gave details of alleys, byroads,

roads, short cuts, and  klongs  in and around Bangkok. The maps had been made by the plaintiff 's partner and

then given to the plaintiff.

The plaintiff claimed that the defendants had jointly reproduced and adapted most of the plaintiff's works which

they had  published in a book, called "WWW.map.2000 th.com" which also included advertisements. This

book was sold in the market, for 70 Baht., without the plaintiff's consent.

 The plaintiff requested the Court to punish the defendants according to the Copyright Act B.E. 2537 Section

27(*1) , 31(*2) , 3, 69(*3) , 70(*4) , 74(*5) , 75, 76 and also requested disbursement of half of the fine paid in

accordance with the judgment.

The defendants claimed, in their defence, that their book of maps ("WWW.map.2000 th.com") was published

for the purpose of specifying the location of the insurance companies, garage, police stations and hospitals

along with their relevant telephone numbers, and insisted that the maps in their book were not the same as the

plaintiff's maps, as they were not intended  to be a detailed  maps of  Bangkok.

As evidence the plaintiff stated that the defendant's book of maps reproduced the same errors, some accidental

and some deliberate, as existed in the  plaintiff's book of maps. For example, the maps of the plaintiff had

incorrect information as to the location of  a police station, motorways, alleys, road names, the name of a

hospital, the number of an alley, and the location of a kindergarten, all of which were reproduced in the

defendants' maps. The same incorrect information was in both maps. The plaintiff's map been made and

published before that of the defendant's and  it should be concluded that  the  plaintiff's map had been copied.

*1)  Section 27. Any of the following acts against a copyright work by virtue of this Act without authorization

in accordance with Section 15(5) is deemed an infringement of copyright:

        (1) reproduction or adaptation;

        (2) communication to public

*2)  Section 31. Any person who knows or should have known that a work is made by infringing the copyright
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of another person and commits any of the following acts against the work for profit is deemed to infringe the

copyright:

        (1) selling, occupying for sale, offering for sale, letting for hire, offering for letting for hire, selling by hire

purchase or offering for hire purchase;

        (2) communication to public;

        (3) distribution in the manner which may affect prejudicially the owner of copyright;

        (4) self-importation or importation by order into the Kingdom.

*3)  Section 69. Any person who infringes the copyright or the performer's rights according to Section 27,

Section 28, Section 29, Section 30 or Section 52 shall be liable to a fine from twenty thousand Baht up to two

hundred thousand Baht.

If the offence in paragraph one is committed with commercial purposes, the offender shall be liable to

imprisonment for a term from six months up to four years or to a fine from one hundred thousand Baht up to

eight hundred thousand Baht, or to both.

*4)  Section 70. Any person who commits a copyright infringement according to Section 31 shall be liable to a

fine from ten thousand Baht up to one hundred thousand Baht.

If the offence in paragraph one is committed with commercial purposes, the offender shall be liable to

imprisonment for a term from three months up to two years or to a fine from fifty thousand Baht up to four

hundred thousand Baht, or to both.

*5)  Section 74. In case a juristic person commits an offence pursuant to this Act, it shall be deemed that all

directors or managers of the juristic person are joint offenders with the juristic person, unless they can prove

that the offence committed by the juristic person is beyond their knowledge or consent

>>Issue
Whether the defendants are guilty according to the Copyright Act B.E.? 

>>Holding and Decision
Ruling                                                                                                                                                                        

                                        The Central Intellectual Property and International trade Court found the defendants

were not guilty. The case was dismissed. 

Opinion

The Court ruled that the defendants had copied the plaintiff's work and then sold their work in a market without

the plaintiff's consent. However, the Court also found that the plaintiff had produced no evidence to show that

the defendants copied or reproduced correct  information from the plaintiff's map. The plaintiff had not even

demonstrated to the Court that any of their correct and therefore copyrightable work had been copied by the

defendants. The Court noted that the only evidence presented to the Court as testified by the plaintiff's

witnesses was that incorrect information had been copied from the plaintiff's map. The plaintiff had only

proved that the defendants had copied and reproduced incorrect information. The incorrect information  that the

defendants had copied and published was not protected by the copyright law.  A map was useless if the

information in it was wrong, and even though most parts of the plaintiff's map had correct  information,  the

plaintiff had never proved that the defendants copied this correct  information. 
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>>Editor's Analysis

>>Others
Summarized and Translated by V.S. Edited by Richard Plummer
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Public Prosecutor v. Ngamjit Somsakraksanti 

>>Country/Court
Thailand / J.S.C.

>>Case No.
No.2000/2000

>>Decision Date  
April 25, 2000

>>Parties
Plaintiff: the Public Prosecutor, Office of Attorney - General

Defendant: Ngamjit Somsakraksanti

>>fact
The Defendant was charged with the copyright infringement of the artistic work "Winnie the Pooh" which

belongs to Disney Enterprises, Inc. Such work is legally protected by the Copyright Act B.E. 2537, section

31(*1) and 70(*2). The Supreme Court dismissed the case.

According to the investigation of Disney Enterprises, Inc. (the injured party), the copyright infringement

occurred in the defendant's shop. As a result, an agent of the injured party requested a search warrant from the

Central Intellectual Property and International Trade Court in order to search the defendant's shop.

Consequently, it was found that there were about 1,000,000 balloons ready for sale which came in different

colors and designs. Of the total amount, about 4,435 balloons had the lithography of Winnie the Pooh on them.

Someone not licensed by Disney Enterprises, Inc, had manufactured the aforementioned balloons.  Therefore,

the Winnie the Pooh lithography on the balloons infringed the copyright work. 

The defendant was chargedthe international copyright infringement of artistic work by selling and offering for

sale balloons with the aforementioned lithography, Winnie the Pooh, which belongs to Disney Enterprises, Inc.

The defendant knew that such Winnie the Pooh lithography was under copyright protection.

In the court trial, the defendant denied the charge and proved that all the balloons in her shop were bought from

another supplier and that she had not produced those balloons. When she had bought them, she considered the

quality in terms of color, material and shape. She had never considered the lithography on them because

balloons could be sold without lithography. The defendant also alleged that the packs containing the balloons

were displayed by color rather than the lithography on them. The defendant pleaded that she did not know that

the lithography on the balloons were copyrighted.

*1)Copyright Act 2537 (1994) section 31: Whoever knows or should have known that work is made by

infringing the copyright of another person and commits any of the following acts against the work for profit

shall be deemed to infringe the copyright:

(1)	selling,  occupying for sale, offering for sale, letting, offering for lease, selling by hire purchase or offering

for hire purchase,

*2)section 70: Whoever commits a copyright infringement according to section 31 shall be inflicted with a fine

from ten thousand Baht up to one hundred thousand Bath.
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If the offence in paragraph one is committed with the commercial purpose, the offender shall be inflicted with

imprisonment for a term from three months up to two years or a fine from fifty thousand Baht up to four

hundred thousand Bath or both imprisonment and fine.

>>Issue
Whether the defendant knew that the lithography on the balloons were copyrighted? If she had known, she

would be guilty.

>>Holding and Decision
[Ruling]

The Central Intellectual Property and International Trade Court dismissed the case.

The Supreme Court affirmed.

[Opinion]  

The Supreme Court was of the opinion that the injured party's Winnie the Pooh lithography was artistic work,

which was a creative idea inspired by the natural environment. Once human beings viewed natural things, such

as a bear, they were able to create ideas of artistic work in different ways. When the ideas of a cartoon were

created from the same natural animal, the artistic works might be different or similar without being copied or

reproduced. The Copyright Act B.E. 2537, section 6 paragraph 2(*3)  does not protect an idea. The creative

idea of a cartoon inspired by the beauty of natural animals was not protected.  Otherwise, the idea could be

monopolized. Then, nobody could create cartoons from the same natural animals. The Copyright Act only

protects the expression of idea. 

 The fact was that the defendant fully cooperated with the policemen during the search. The Winnhe Pooh

lithography that appeared on the balloons was similar to those of the injured party. Yet only 4,435 out of

1,000,000 balloons had the Winnie the Pooh lithography, which was a very small amount. Some packs of

balloons had the Winnie the Pooh lithography, while others did not. Besides, some balloons were still in bags

that were not ready for sale. The prosecution could not prove that the Winnie the Pooh lithography on the

balloons were copied or reproduced from the injured party's work. The prosecution's evidence could not prove

that the defendant knew or had reasonably known that the lithography infringed the copyright of the injured

party's work. Thus the defendant's act did not violate the Copyright Act B.E. 2537, section 31 and section 70

paragraph 2.

*3)Section 6 paragraph 2: Copyright protection shall not extend to ideas or procedures, processes or systems or

methods of use or operation or concept, principles, discoveries or scientific or mathematical theories.

>>Editor's Analysis

>>Others
"Summarized and Translated by Kornkanya Suvanpanich

Edited by Stephen Lorriman"
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Public Prosecutor v. Ganokchai Petchdawong 

>>Country/Court
Thailand / J.S.C.

>>Case No.
No.5843/2000

>>Decision Date  
September 18, 2000

>>Parties
Public prosecutor : Public Prosecutor, Office of the Attorney General 

Joint prosecutors : 

 (1)  Prentice Hall, Inc.,

 (2)  The Mcgraw ? Hill Companies, Inc.,

 (3)  International Thomson Publishing, Inc.

 Defendant :  Ganokchai Petchdawong

>>fact
Prentice Hall, Inc. , the first joint prosecutor, was the copyright owner of the books entitled " Marketing

Management" and "Environmental Science". The Mcgraw ? Hill Companies, Inc., the second joint prosecutor,

was the copyright owner of the books entitled " Marketing" and "Organizational Behavior". Meanwhile,

International Thomson Publishing, Inc., the third joint prosecutor, was the copyright owner of the book entitled

" Production and Operations Management". All  five books were works copyrighted under U.S. law. In

addition, both U.S.A. and Thailand were members of the Berne Convention for the protection of Literary and

Artistic Works .  The prosecutor alleged that the defendant  infringed the joint prosecutors' copyright when the

defendant, who had provided the service of photocopying and  binding books,  copied excerpts from books,

whose rights were held by the joint prosecutors, and produced 43 packs of compiled excerpts , without any

permission. The defendant argued that those five books wr educational purposes by the nearby university, and

the reproductions were made on the requests of  students who had themselves brought original books to the

defendant. 	 

>>Issue
The issue was whether the defendant's copying was the copyright infringement for profit without any grounds

for exemption from the infringement of copyright.

>>Holding and Decision
[Ruling]

The Central Intellectual Property and International Trade Court dismissed the case. The three joint prosecutors

appealed.

The Supreme Court reversed the judgment.

[Opinion]

 (1) The defendant reproduced many packs of the three joint prosecutors' copyright works by photocopying and
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storing them in his shop, located near the Assumption University which used the books of the three joint

prosecutors for educational purposes. Accordingly, the defendant had a convenient opportunity to sell the

copied documents to the students . Furthermore, when the defendant was arrested by the police and during the

inquiry, later in the same day, by the inquiry official, the defendant  twice confessed that he had infringed the

copyright of another party by selling, offering for sale, or occupying for sale. Consequently, the court found

that the defendant had reproduced the copyrighted works of the three joint prosecutors by photocopying 43

packs of documents for selling, offering for sale, or occupying for sale. The dedant had infringed upon

copyright laws for commercial purposes and personal profit from selling the copies he, himself, had produced .

Such an act was not a transaction requested by students who needed the copies for research or study of the

work. The defendant's act did not qualify as being exempt from the infringement of copyright, provided by

section 32 (1) of the Copyright Act, B.E. 2537 (1994).

 (2) The defendant could have denied the allegation at the time of arrest or during questioning and could have

provided evidence of  alleged transactions , if any, to the police and the inquiry official. The defendant,

however, did not do so, and, instead, he confessed whilst under arrest and questioning. The presentation of

proof of transaction after the defendant was charged before the court was suspicious, and the content of such a

document did not show clearly whether it had been the result of a student's request. Moreover, the defendant 

could not bring any  such person, who had hired the defendant for photopying,  to testify before the court. The

defendant's evidence failed to rebut the prosecutor and the joint prosecutors' evidence. 

>>Editor's Analysis

>>Others
"Summarized and Translated by 1301

Edited by Stephen Lorriman"
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The Bangchak Petrochemical Public Co. Ltd., v Jantarawadee Co. Ltd.,

>>Country/Court
Thailand / J.S.C.

>>Case No.
No.2121/2001

>>Decision Date  
March 3, 2001

>>Parties
Plaintiff: The Bangchak Petrochemical Public Co. Ltd.,

Defendant: Jantarawadee Co. Ltd.,

>>fact
The trademark   (a leaf) in respect of all fuel products belonging to the plaintiff had been registered at the

Trademark Registrar. On Jan 6, 2537(1994) a land rental agreement was made for the plaintiff's petrol station.

Under the trademark license agreement, the defendant, as a licensee, had been licensed to operate the patrol

station on the land under the plaintiff's trademark for 20 years. The plaintiff also subsidized the defendant in

terms of the trademark signs and devices to a cost of 1,700,000 baht. In return, all oil products for the petrol

station would be bought solely from the plaintiff as supplier to an amount of not less than 120,000 litres per

month. On April 27, 2538(1996), the defendant paid back the plaintiff's capital investment and the agreement

was modified. The volumes of oil per month and oil prices were changed. Except for the highway sign, the

ownership of the devices and trademark signs in the petrol station were transferred to the defendant. However,

the plaintiff lent the defendant the highway sign for the rest of the agreement. Furthermore, the defendant

borrowed an arrow sign with the trademark to indicate the petrol station's entrance and exit. In June

2542(1998), the trademark license agreement, land rental agreement and properties loan agreement were

cancelled. The defendant could no longer operate the petrol station under the plaintiff's trademark. The

highway sign and plaintiff's property were returned and all the plaintiff's trademark signs and devices belonging

to the defendant displaying the name 'Bangchak' and Bangchak's trademark were covered by clothes. But in

November 2541(1998) the defendant uncovered the plaintiff's name and trademark sign and sold oil products

from an unknown origin and quality for higher prices than had been previously stipulated by the plaintiff.

Accordingly, the plaintiff's goodwill was damaged. The plaintiff requested the court to set compensation for the

damages based on the volume of oil products sold by the defendant totaling around 120,000 litres a month. The

plaintiff claimed 960,000 baht based on a calculation of one baht per litre for 8 months as compensation for the

loss of the plaintiff's goodwill with interest to be added at a rate of 7.5 percent per annum.

The defendant argued that when the agreement was cancelled, the defendant continued to buy all oil products

from the Four-Star Development Ltd., the plaintiff's agent. All the oil products sold in the petrol station were

still the plaintiff's products. As a result, compensation for damages was not to be paid to the plaintiff. It was the

Four-Star Development Ltd., not the defendant,who uncovered the name 'Bangchak' and the plaintiff's

trademark signs.

>>Issue
Was the defendant's act detrimental to the plaintiff' goodwill and how much compensation should be paid to the
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plaintiff?

>>Holding and Decision
[Ruling]

The Central Intellectual Property and International Trade Court set the compensatory damages at 240,000 baht

plus compound interest at the rate of 7.5 percent of that amount commencing July 8, 2542(1999) until the

payment has been made. The Supreme Court upheld the decision.

[Opinion]

The Supreme Court reasoned as follows. From the proceedings, the directing manager herself testified that after

the trademark license agreement had been cancelled, the defendant operated the petrol station and 90,000-

120,000 litres of oil were sold per month on average. If the Four-Star Development Ltd., could not supply oil

products it would buy oil from others. According to the trademark license agreement it had been stipulated that

the defendant was to purchase oil solely from the plaintiff. Also the oil prices for buying and selling were fixed.

These conditions were imposed due to the marketing benefits for the plaintiff. Therefore, the defendant's act of

selling oil from unknown origins for a higher prices under the plaintiff's trademark, did not comply with the

conditions stipulated in the license agreement. The activities carried out by the defendant constituted damage to

the plaintiff's market system. It was an infringement as alleged in the plaint. Compensatory damages were

awarded on the grounds that the defendant had bought fuel oils from Four-Star Development Ltd., the plaintiff's

agent. The Supreme Court reasoned that it was beneficial for the defendant because, in this regard, the plaintiff

lost less in damages. Furthermore it was calculated at only 25 satang(*1)  per litre. The Court awarded

compensatory damages of 240,000 baht with interest based on the oil volume of 120,000 litres a month for 8

months to the plaintiff. The Supreme Court upheld the judgment of the Central Intellectual Property and

International Trade Court.

*1)100 satangs equal to 1 baht

>>Editor's Analysis
 

>>Others
Summarized and Translated by Saowalak Jullamon

Edited by Stephen  Lorriman
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Takasago Korio  Koyeo Kabushiki  Kaisha  V  Chinta Trading (1971) Pharmaceutical

Manufacturer Co, Ltd.

>>Country/Court
Thailand / J.S.C.

>>Case No.
No.6121/2001

>>Decision Date  
August 3, 2001

>>Parties
Plaintiff : Takasago Korio Koyeo Kabushiiki Kaisha

Defendant : Chinta Trading (1971) Medical Supplies Manufacturer Co, Ltd.

>>fact
When the plaintiff, a Japanese limited company, applied for trademark registration in Thailand, the defendant

filed a notice of opposition with the Registrar stating that the plaintiff's trademark was the same or similar to

the defendant's already registered trademark covering goods of the same class.  The Registrar refused to

register the plaintiff's trademark.  The plaintiff appealed the order of the Registrar at the Trademark Board. 

However, the trademark Board upheld the order of the Registrar.

>>Issue
Whether the plaintiff's trademark was the same or similar enough to the defendant's registered trademark that

the public might be confused or misled as 

to the proprietor or origin of the goods or not.

>>Holding and Decision
Ruling

 The Central Intellectual Property and International Trade Court held that the plaintiff's trademark was neither

the same nor similar enough to the defendant's trademark that the public might be confused or misled as to the 

proprietor or origin of the goods.

 The Intellectual Property and International Trade Division of the Supreme Court upheld the decision of the

Central Intellectual Property and International 

Trade Court.

Opinion

 Although the appearance of the plaintiff's and the defendant's trademark both featured quadrilateral figures, the

number of the quadrilateral figures and the invented space between the figures were different.  The plaintiff

intentionally made the space form the letter "T" which was the first letter of its name but the space between the

quadrilateral figures in the defendant's trademark had no special meaning.   Moreover, the defendant often used

the word "Chinta" together with its trademark so that sometimes the defendant's customers referred to the

defendant's goods as "Chinta Pharmaceutical". The plaintiff's and the defendant's trademark were neither the
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same nor similar in sound.  The public could easily notice the differences between the two trademarks.  The

plaintiff and the defendant had different customers.  In addition, the plaintiff had used and registered its

trademark abroad before the defendant.  Therefore, the plaintiff's trademark was neither the same nor similar

enough to the defendant's already registered trademark that the public might be confused or misled as to the

proprietor or origin of the goods. 

>>Editor's Analysis

>>Others
Summarized and translated by Suvicha  Nagavajara

Edited by Stephen Lorriman
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Bumrung Satung v.Kipling

>>Country/Court
Thailand / J.S.C.

>>Case No.
No.8245/2001

>>Decision Date  
November 7, 2001

>>Parties
Plaintiff: Bumrung Satung

Defendant: Kipling

>>fact
The plaintiff sued and adduced evidence that the plaintiff had registered a trademark featuring a long tailed

monkey and three stars on a black background with the word  Kipling for use with the plaintiff's products. 'Kip'

came from his father's name Kimlung, and 'ling' because he was born in the year of the monkey (the Thai word

for monkey is 'ling'). The plaintiff asked for registration of such trademark but the Registrar  refused its

registration as it was identical and similar to the  defendant's trademark, the plaintiff shall have right to such

trademark in preference to the defendant.  It was further argued that the defendant imported products to sell in

Thailand which caused confusion and misled the public as to the origin of the goods.  The defendant can't

prevent or object to the registration of the plaintiff's trademark. 

    The defendant claimed and adduced evidence that the defendant is the rightful  owner of the trademark

Kipling with its design of a long tailed monkey and a star in circle, having filed an application for registration.

The defendant invented word Kipling and the picture for use with the defendant's products of defendant which

are used and recognized all over the word. It was argued by the defendant that the defendant held  the rights to

the trademark.                             

>>Issue
Does the plaintiff have right over the trademark more than the defendant.

>>Holding and Decision
Ruling   

The Central Intellectual Property and International Trade Court held that the plaintiff was no more entitled to

the be the rights owner of the trademark than the defendant. The case was dismissed.  

The Supreme Court confirmed the judgment of the Central Intellectual Property and International Trade Court. 

Opinion 

The Supreme Court is of the opinion that the defendant invented the trademark and used it before the plaintiff.

Even though the defendant sold the goods in Thailand after the plaintiff had registered the trademark in

Thailand, this does not interfere with the right of the defendant to register the trademark as the defendant had

used the trademark in question before the plaintiff. The plaintiff's trademark looked the same as the defendant's,
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so from the circumstances it was deemed concluded that the plaintiff had invented the trademark by copying

the defendant's trademark. Writings documents certify a renewal in registration from the Benelux Trademark

Office has notary public and First Secretary of the Thailand Embassy of Brussels, Belgium certify and the

writings of registration trademark from the International Trademark Organization, that evidence show that their

have no question of power to register Trademark. The  trademark registration documents registered trademark

and the written witness statement of Mr. Andrew Walker  were presented to the Court Although Mr.Walker

couldn't attend court, the Court admitted the statement as Hearsay evidence  in accordance with Rules for

Intellectual Property and International Trade Cases  B.E. 2540 by The Chief Judge of the Central Intellectual

Property and International Trade Court section 31 and 37 and The Act for the Establishment of and Procedure

for Intellectual Property and International Trade Count B.E. 2539 section 26 and 30. 

>>Editor's Analysis

>>Others
Summarized and Translated by Plermchit Chularerk Edited by Stephen Lorriman
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３－２ アジアセミナー：中国 
 
平成 18年 2月 17日、弘済会館（四ツ谷）において、「第 2回アジアセミナー：東アジ
アにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理（中国編）」を開催した。 
以下、そのプログラムと、各報告の講演録、およびパネルディスカッションのテープ起

こし、そして郭禾教授、張平教授と李正華教授がそれぞれ使用したパワーポイント資料を

載録してある。 
 
各報告の講演録およびパネルディスカッションのテープ起こしについては、加藤幹氏

（早稲田大学大学院）、工藤敏隆氏（弁護士、ワシントン大学ロースクール）に日本語校閲

を、鄧莽氏（あさひ・狛法律事務所・中国弁護士、早稲田大学大学院）に中国語校閲をお

願いした。記して感謝する次第である。 
 
 



特許庁研究事業『平成 17年度大学における知的財産権研究プロジェクト』 
第 2回アジアセミナー 

『東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理（中国編）』 
 

日 時：2006年 2月 17日（金）16:00から 20:00 
場 所：弘済会館（四ツ谷） 

 

プログラム 

【第一部】16時 00分～18時 35分 
開会の挨拶 司会 

 
・「レゴ玩具積み木応用美術作品の著作権紛争事件と中国において海外の応用美術作品が 
受ける保護の法的根拠」    王兵（ワン・ビン）氏（清華大学法学院副院長・教授） 

 
・「北京における商標裁判の状況に関する私見―2005 年北京法院における商標関連判例の
一部を切り口として」    郭禾（グオ・ハー）氏（人民大学法学院教授） 

 
・「中国における特許保護の現状と直面する課題」 

張平（ジャン・ピン）氏（北京大学法学院教授） 
 
 休憩及び時間調整（質問書回収） 

 
・「中国における特許権侵害の基本的な判断手法」 

張暁都（ジャン・シャオドゥ）氏（上海高級人民法院知的財産法廷判事） 
 
・「広東省における企業の知的財産権を巡る状況および知的財産権関連裁判について」 

李正華（リー・ジョンフア）氏（中山大学法学院助教授） 
 
コメント 渋谷達紀（早稲田大学教授） 
 
 休憩及び時間調整（質問書回収） 

 
【第二部】18時 35分～19時 55分 
パネルディスカッション：テーマ「中国の知財紛争処理の動向とその展望」 

 
19時 55分～20時 00分 
   挨拶 月野洋一郎（特許庁技術調査課大学等支援室 支援企画班長） 
 

司会 早稲田大学法学学術院・大学院法学研究科  

高林龍教授（研究代表者） 



開会の挨拶 
                   高林 龍（RCLIPセンター長、早稲田大学教授） 

 
 司会（高林） 定刻になりましたので、これから特許庁から支援していただいている「大学における

知的財産権研究プロジェクト」として早稲田大学で採択されたもので、前回タイ編をやりましたが、第

2 回としてこれから「東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理」の中国編をやりたいと思
います。 
 細かいタイムスケジュールも決めてありまして、私は5分だけしゃべることになっていますが、あと
2分ぐらいしかありません。本日は北京から 3人の先生、清華大学の王兵先生、人民大学の郭先生、北
京大学の張先生、そのほか上海の高級人民法院の裁判官である張裁判官、それからいま成田からこちら

に向かっている広東省、広州からいらっしゃる李先生の5人の先生に来ていただきました。 
 中国においては知的財産の中心地である北京、上海、広州それぞれから、第一線、一流の先生方、裁

判官に来ていただき、知的財産紛争の裁判上の処理に関する問題点を検討していきたいということです。

事前に私も論文を読ませていただきましたが、非常にレベルの高い論文が先生方から出されています。

私の思ったとおりですが、今日は、いま中国でこんなことです、中国の制度はこんなことですみたいな

簡単な話はもうやりたくない。そんなことはどこでも聞ける話だと思っているので、より具体的に、よ

り深く研究していくものを企図しています。 
 ということで、今日は王兵先生からは応用美術に関する非常に難しい問題、郭先生からは商標に関す

る問題、張平先生からはパテント・プールなどをめぐる中国における先端の問題をお話しいただけると

いうことで、大変、頭がパニックになるのではないかと思います。同時通訳も用意されておりますので、

実りのあるセミナーを4時から8時までやっていきたいと思います。 
 時間はこと細かく決められておりまして、各先生は20分という非常に限られた時間で行います。皆さ
んには質問用紙を配ってあると思います。質問については，紙に書かれた質問について私や渋谷先生も

まじえてパネルディスカッションの中でお答えしていく時間を最後に1時間20分ほど取ってあります。
そのような進行で、8時まで進めていきたいと思います。 
 それでは、最初に清華大学の王兵（ワン・ビン）先生から、おもちゃのレゴに関する応用美術の問題

点のご指摘をいただきたいと思います。それでは王兵先生、よろしくお願いいたします。 
 
 
「レゴ玩具積み木応用美術作品の著作権紛争事件と 
          中国において海外の応用美術作品が受ける保護の法的根拠」 

                      王 兵（清華大学法学院副院長・教授） 
 
 王 まず早稲田大学の高林先生からこうした機会をいただいたことに感謝申し上げます。中国におけ

る有名な著作権に関する事件を紹介できることをうれしく思います。私の報告のテーマは、｢レゴ玩具積

み木応用美術作品の著作権紛争事件と中国において海外の応用美術作品が受ける保護の法的根拠｣です。 
 99年 9月 15日、インターレゴが北京市第一中級人民法院に民事訴訟を起こしました。可高が中国で
販売している53種類のトイブロックが、レゴのトイブロックの応用美術作品の著作権を侵しているとい
うものです。法院は審理を経て以下のとおり事実認定をしました。 
 レゴ社はデンマークの玩具メーカ会社で、その製品は、1992年、宝隆洋行が卸となって初めて中国大
陸で販売されました。98年 2月 25日、レゴシステムは著作権の移転確認書を提出しています。デンマ
ークの法律に拠り、レゴシステム社及びレゴフューチャーの社員およびデザイナーが創作し、すでに市

場に出されているすべてのレゴトイの彫塑、文字、図柄、絵画、撮影、文字作品と応用美術品につき享

有する著作権を含むすべての所有権および権益、ならびにこれらの作品につき中国で享受する著作権を

含むすべての所有権および将来に生じる権利と利益は、撤回できない方式でインターレゴに譲渡されて

います。 
 インターレゴは柳瀋知的財産権事務所に委託して、99年 1月 19日、北京の復興商業城で可高が製造



したトイブロックを買い、その公証もしています。可高は96年、製造にかかる一部のトイブロックにつ
いて意匠登録をしています。96308347.3、96308410.0、96308408.9、96308416.X、96308360.0といった番
号ですが、インターレゴは特許局にその取り消しを請求しています。中国特許局は審査を通じて意匠を

有効と認め、インターレゴの請求を却下しました。 
 可高は、韓国の五林株式会社とマッケソン株式会社との間に可高のトイブロックの金型、半製品およ

び技術譲渡に関して締結された契約書、および法定代表者裴南沫氏が95年9月19日に発行した権利譲
渡証書を提出しています。レゴフューチャー社は李錦栄という人が韓国特許庁に登記した75644号意匠
の無効を訴えましたが、韓国特許庁はこれを却下しています。 
 北京市第一中級人民法院の判決は次のとおり認定しています。インターレゴは本案にかかる53種類の
レゴトイブロック応用美術作品の中国における著作権および関係する権益の所有者ですが、ベルヌ条約

第2条の規定により、条約が保護する文学芸術作品には応用美術作品が含まれます。したがって、中国
はベルヌ条約の加盟国の国民に起源する応用美術作品について保護の義務があります。 
 応用美術作品は、実用性、芸術性、作品を構成する要件を具備する知的創作物ですが、その実用性、

芸術性、独創性、コピー可能性が要求されます。この案件でインターレゴが権利を主張する53種類のト
イブロックのうち、3、補13、補24は独創性、芸術性が認められず、それ以外のものは、応用美術作品
の構成要件を満たしているから、法律の保護を受けるべきものと認められました。 
 応用美術作品にあたる50種類のトイブロックの中で、可高の製品がこれと実質的に類似し、権利侵害
を構成するものとしては、1、2、4、5、6 などがあります。可高の製品がこれと実質的に類似していな
いため侵害を構成しないものは、8、9、11、19などがあります。可高は、その玩具製品の金型が韓国か
ら導入したものであり、韓国特許庁の審判では当該製品が権利侵害を構成しないと既に認定されたこと、

および可高の製品が既に中国の意匠特許を得ていることを主張したが、この主張は本案の審査に影響を

与えず、抗弁の理由にはならないとされました。 
 復興商業城は、可高から購入する過程で必要な審査を行いましたから、主観的な過失はありませんで

したが、権利侵害製品の販売を止める義務があります。損害賠償の金額については、インターレゴ社が

保護を求める応用美術作品の数量、可高の製品に含まれる権利侵害製品の数量、権利侵害行為の結果な

どを斟酌した上で確定するということです。インターレゴはこの案件について合理的な費用を出費して

おり、可高はこれを補償しなければならないという判決でした。インターレゴは1万元の代理費用も求
めていましたが、これは却下されています。 
 北京市第一中級人民法院は、著作権法46条第（1）（2）号および「国際著作権条約実施に関する規定」
第1、2、3条、第6条第1項の規定に基づいて、次のとおり判決しました。①可高は権利侵害製品を生
産、販売することを止めなければならず、かかる金型は法院に引き渡して破棄させなければならない。

②可高はインターレゴに対して経済的な損失5万元を賠償しなければならならず、また、訴訟費用1万
7017 元を補償しなければならない。③可高は、「北京日報」においてインターレゴに対して謝罪しなけ
ればならない。④復興商業城は権利侵害製品の販売をやめなければならない。⑤インターレゴのその余

の訴訟請求を棄却する。 
被告可高は、これを不服として北京市高級人民法院に上訴しました。北京市高級人民法院は、審理を

経て以下のとおり判断しました。 
応用美術品は実用性、芸術性、独創性およびコピー可能性という特徴を有するものであります。実用

性とはそのものが実用的な価値を持つことで、ただ単に観賞の用に供されるだけではない、ということ

を意味しています。芸術性としては一定の芸術的な創作の水準を有さなければならず、この創作の水準

は一般大衆をしてこれを芸術作品と認めさせるに足りるものでなければなりません。インターレゴが権

利を主張している 53種類のトイブロックの中で、一審法院は 3、補 13などについては応用芸術作品と
して有するべき創作の水準に満たないと認め、他の50件は実用性、芸術性、独創性およびコピー可能性
が認められるということで、これらを芸術作品、応用美術作品として認めています。 
 インターレゴの応用美術作品は中国の意匠特許登録をしていますが、同時に著作権法の保護を受ける

ことを妨げるものではありません。一審法院が権利を認めたが可高との間での実質的類似性を認めなか

った8、9、11などのトイブロックについても、二審で支持されています。 



 確かに可高の製品は剽窃のきらいはありますが、もともとのレゴにも芸術的水準の高くないものも認

められます。利益のバランスという視点から、一審の認定が合理的であるということで、二審でこれが

支持されました。つまり、一審における事実の認定および法律の適用は正確であるということで、上訴

却下が結論されたわけです。 
 この案件の争点は、インターレゴが権利を主張する53種類のレゴのトイブロックが応用美術作品とし
て中国の法律の保護を受けられるかどうか、そして、その範囲はどうかということです。関連する法律

上の問題は、主として外国の応用美術作品が中国で保護を受ける法律的根拠は何かということです。も

ちろん他の面での問題点もありますが、ここでは外国の応用美術作品が中国で保護を受ける法的根拠に

ついての検討に重点を置きます。 
 まず着目しなければいけないのは、中国の著作権法は応用美術作品の保護をしていないということで

す。この案件の審理当時、中国の著作権法は応用美術作品を保護していませんでした。この判決が出た

あとに改正された新しい著作権法においても、応用美術作品は保護されていません。 
 1990年9月7日に公布された中国の著作権法第3条では、著作権法が保護する作品が列挙されていま
す。文字作品、口述作品、音楽、演劇、演芸、舞踏、美術、撮影作品、映画、テレビ、録画作品、エン

ジニアリング設計、製品設計図面およびその説明、地図、見取図などの図形作品、コンピュータソフト、

法律あるいは行政法規が定めるその他の作品となっていて、応用美術作品は含まれていません。 
 同著作権法の実施条例の第7条は美術作品を解釈していますが、その中にも応用美術作品は含まれて
いません。第7条の内容は、「美術作品とは絵画、書道、彫塑、建築などの線や色彩、その他の方法で構
成された審美的な意味を持つ平面あるいは立体の造形芸術作品である」としています。これは一般的な

意味での芸術作品であり、応用美術作品ではありません。 
 2001年に改正された中国の著作権法も、応用美術作品は保護に含めていません。この法の第3条に列
挙された作品は、文字作品、口述作品、音楽、演劇、演芸、舞踏、曲技、美術、建築作品、撮影作品、

映画作品および映画の撮影に類する方法で創作された作品、エンジニアリング設計図、製品設計図、地

図、見取図などの図形作品および模型作品、コンピュータソフトならびに法律、行政法規が定めるその

他の作品となっています。 
 中国の特許法に定められる特許は、発明特許、実用新案、意匠です。工業において重複して製造され

る応用美術作品は意匠によって保護される、あるいは実用新案によって一般的に保護されています。 
 上述の法律と中国が加盟している知的財産権の関係条約における内国民待遇の原則から言うと、外国

の応用美術作品は現在、中国において意匠あるいは実用新案の保護しか受けられません。ではなぜ応用

美術作品が中国の一審で著作権保護が与えられたかというと、中国が加盟しているベルヌ条約、中国国

務院が1992年に公布した「国際著作権条約実施に関する規定」を見る必要があります。この「規定」の
第6条では、「外国の応用美術作品の保護期間は、その作品が完成したときから25年」となっています。 
 この規定が明らかにしているのは、外国の応用美術作品の保護期間は25年ということで、外国の応用
美術作品が中国において著作権の保護を受け得るという意味を含めています。しかし、何が応用美術作

品なのか、どういう外国の応用美術作品が保護されるのかは明確ではありません。 
 この行政法規は、国際的著作権条約に関する規定であるため、われわれは国際条約の中で根拠を探す

必要があります。ベルヌ条約の1971年の改正版第2条第1項は、概括的かつ列挙の方式で保護される文
学あるいは芸術作品の種類を規定しています。それによると、文学あるいは芸術作品とは、1、文学、学
術、芸術領域におけるすべての成果であり、その形式、方式にとらわれません。たとえば図書、小冊子、

その他の文学作品であります。2、講義、講演、説教その他これらと同性質の作品。3、演劇、音楽およ
び楽劇作品。4、舞踏芸術作品およびパントマイム。5、歌詞が付けられている、あるいは付けられてい
ない楽曲。6、映画作品および映画の撮影に類する方法で作成された作品。7、応用美術作品。8、地理、
地形、建築、科学にかかわる挿絵、設計図、下図、立体作品です。 
 この規定の中で我々が把握することができるのは、条約がはっきりと応用美術作品を保護の範囲に入

れていることです。つまり、第7類にそれが入っています。しかし、ベルヌ条約の加盟国が必ずや応用
美術作品を著作権保護の範囲に入れなければいけないかというと、そういうことではありません。各加

盟国の応用美術作品の知的財産権に関する保護についていろいろな異なった概念、異なったやり方があ



ることを考慮して、ベルヌ条約はいかに応用美術作品を保護するかという点で非常に柔軟な規定をして

います。 
 ベルヌ条約第2条7項の規定によると、応用美術作品、工業製品の意匠および模型に関する法令の適
用範囲、ならびにこれらの作品、意匠、模型が保護を受ける条件は、加盟国の国内立法の規定によりま

す。本国において意匠あるいは模型として保護を受けている作品は、締約国においては当該国が意匠あ

るいは模型に与える保護だけを受ける。但し、当該国がその保護を与えていない場合には、これらの作

品は芸術作品として保護されます。 
 ベルヌ条約第7条第4項は、「各加盟国の法律が規定する応用美術作品の保護期間は、その作品が完成
してから25年を下回ってはならない」としています。ベルヌ条約の加盟国は、応用美術作品に対して保
護期間は25年を下回ってはいけないのです。しかし、どういう方式を取るか。つまり、芸術作品として
保護するか。工業製品の意匠として保護するか、模型として保護するか、ということや保護の条件はそ

れぞれの加盟国の国内立法によって規定されます。 
 ある加盟国で保護を請求された他国の応用美術作品について、条約は、本国で意匠あるいは模型とし

て保護されているものは加盟国において意匠あるいは模型として保護されると規定しています。つまり、

当該加盟国では意匠等に関する立法があることは前提です。当該加盟国でこのような特殊な保護、つま

りこうした立法がない場合には、芸術作品として保護を加えることになります。 
 この規定に基づき、ある加盟国において保護が要求された他の加盟国の応用美術作品について三つの

状況が考えられます。第1に、本国で意匠あるいは模型としての保護を受けている場合であって、加盟
国では相応する意匠あるいは模型として保護する法律があるとき、意匠あるいは模型としての保護が得

られます。 
 第2に、本国で意匠としての保護を受けている応用美術作品について、加盟国では相応する意匠ある
いは模型としての法的保護がない場合、この作品は意匠あるいは模型としての保護が得られません。こ

のような状況では、芸術作品として著作権の保護を受けるわけです。 
 第3に、本国において応用美術が意匠あるいは模型として保護されておらず著作権によって保護され
ている場合に、加盟国でこれにどう対処するかということになります。ここでまた二つの状況に分かれ

ます。 
 第1に、もし加盟国の著作権法が明確に応用美術作品を保護しているのであれば、疑いの余地なくベ
ルヌ条約の内国民待遇に基づいて外国の応用美術作品は著作権法による保護が得られます。 
 第2に、もし加盟国の著作権法が応用美術作品を保護しない場合に外国の応用美術作品をどう保護す
るかというと、さらにまた二つの状況が考えられます。一つは、当該加盟国のその他の法律のすべてが

応用美術作品を保護していない場合、もう一つは当該加盟国が応用美術作品に対して意匠あるいは模型

としての保護を与えるが、著作権としての保護は与えない場合です。この二つの状況において、加盟国

はベルヌ条約の規定を履行する義務を負うかどうか。つまり、第2条第2項、第2条第7項を履行する
義務を負うかどうかです。 
 私は次のように考えています。ベルヌ条約第2条第2項と第7項とを結びつけて理解すると、第2条
第2項は応用美術作品を作品の範疇に入れていますが、第2条第7項は、まず加盟国が応用美術作品お
よび工業製品の意匠ならびに模型について法律の適用範囲またこれらの作品、意匠、模型が保護を受け

る条件について国内立法で規定することを許容しています。この中には当然、加盟国が国内法で保護し

ない、あるいはどのような方式により保護するかを明確にしない、などの状況も含まれます。 
 しかし、外国の応用美術作品の保護について、同項は、当該応用美術作品の起源国の保護方式に基づ

いて加盟国が保護の方式を選択することを許容しているだけで、当該応用美術作品に保護を与えないこ

とは許されていません。つまり、ベルヌ条約の規定によれば、加盟国は国内法で自己の国民の応用美術

作品を保護しなくてもよいのですが、外国の応用美術作品については、国内法で保護の方式および条件

についてのみ特別な規定をすることができますが、保護はしなければなりません。 
 従って、意匠あるいは模型としての保護を与えると規定している場合を除いて、起源国において保護

されている応用美術作品はすべて、芸術作品として著作権の保護を与えるべきであります。この場合、

当該加盟国においては内国民と外国の国民に対する待遇が異なる状況が生じます。内国民の応用美術作



品は国内法によって保護を受けることができないのに対して、外国国民の応用美術作品はベルヌ条約の

規定に基づき、もし本国で保護を受けているのであれば加盟国においても保護を受けるができる、とい

うことになるからです。 
 本国では保護していないけれども加盟国で保護されることがあるのかというと、第2条第7項の前段
によればあると考えます。つまり、応用美術作品はその本国において保護されていない場合であっても、

他の加盟国において保護を求めることはできます。ベルヌ条約第2条第7項に基づいて保護を受けるわ
けです。内国民待遇の原則に基づいて、当該加盟国が応用美術作品につき保護をあたえるのであれば、

当該本国の応用美術作品は当該加盟国の保護を受けます。本国と加盟国がともに応用美術作品を保護し

ないときにのみ、加盟国が保護しないという状況が成立します。 
 この案件でトイブロックの本国はデンマークであり、デンマークは著作権法で保護しています。中国

では著作権法は応用美術作品が保護対象の範疇に属するかどうかを明確にしていませんが、応用美術作

品は特許法によって意匠あるいは実用新案の保護をされます。しかし本件トイブロックはデンマークで

は意匠あるいは模型としての保護を受けていないため、中国でこうした特殊な保護を受けることはでき

ないのです。なお、本件トイブロックのような応用美術作品を作品として著作権の保護を与えようとし

ても、中国の著作権法を根拠とすることができません。前述したとおり、中国著作権法には関係の規定

が置かれていないからです。 
 そこで、ベルヌ条約並びに国務院の「国際著作権条約実施に関する規定」によって処理することにな

ります。中国はベルヌ条約の加盟国なので、ベルヌ条約の上述の条項に基づいて加盟国の義務を果たさ

なければなりません。また「国際著作権条約実施に関する規定」における外国人の応用美術作品の保護

に関する規定は、ベルヌ条約に対する正確な理解および中国が関係義務を履行する誠意を表しています。 
 したがって、北京市第一中級法院は一審で、ベルヌ条約第2条の規定に基づいて、条約が保護する文
学、芸術作品には応用美術作品が含まれており、中国はベルヌ条約の加盟国に起源する応用美術作品を

保護する義務を負うという判断は正しいと言えます。また、北京市高級人民法院が第二審でこれを支持

したのも正しいと言えます。 
 ただ、ここで申し上げなければならないのは、中国が外国の応用美術作品を保護する拠り所はベルヌ

条約の第2条第7項であるべきです。｢ベルヌ条約第2条に依拠する｣との一審の判断には明確でなかっ
た部分があると思いますが明確に言えば「第2条第7項による」とすべきだったと思います。以上です。 
 司会 皆さん、頭がパニックになったのではないかと思いますが、大変難しいお話です。この論文は

王兵先生から出していただいておりまして、後日、私どもの紀要に掲載する予定にしています。私も事

前に読んだのですが、大変難しい話だと思いました。 
 日本でも応用美術を著作権でどこまで保護していくかは永遠の、侃々諤々の議論がされています。パ

リ条約から直接にというか条文があるわけですが、中国においてはそれを使って応用美術についても保

護されていることを認めた判例と、それは正しいという王兵先生のご意見だったと思います。渋谷先生

もここにいらっしゃるので、あとでコメントもいただきたいと思います。会場から質問があれば紙に書

いていただいて、やっていきたいと思います。 
 引き続きまして、次は人民大学の郭先生から、商標の裁判状況に関するお話をいただきます。このお

話も事前に大部な論文を出していただいています。私も読んでいますが、なかなか盛りだくさんです。

十分、頭を研ぎすまして聞いていただきたいと思います。それでは先生、よろしくお願いします。 
 
 
「北京における商標裁判の状況に関する私見 
       －2005年北京法院における商標関連判例の一部を切り口として」 

                          郭 禾（人民大学法学院教授） 
 
 郭 皆さん、こんにちは。先ほど王先生からある判例に関して、中国の著作権法を適用するうえでの

問題についてのお話がありました。次に私から中国の商標法について、立法と実施の状況についてのお

話を皆さんにしたいと思います。 



 三つの点からお話ししたいと思いますが、一つ目は中国の商標法の体系、二つ目が中国の商標法の立

法内容、最後に高林先生たちのデータベースに入る代表的な判例をいくつかお話ししたいと思います。 
 では、一つ目に、中国の商標法立法の体系についてのお話をさせていただきたいと思います。中国の

法律体系は規範が四つに分かれており、一つ目が法律、二つ目が行政法規です。三つ目が司法解釈と言

っているもので、具体的に言うと中国の最高人民法院と最高人民検察院が出した法律に対する解釈にな

ります。もう一つは国務院にあるさまざまな省庁から出されている部門規章で、こういった四つから構

成されています。裁判上の効力はそれぞれ異なりますが、それぞれお話ししたいと思います。 
 中国には、商標に関する現行法はたくさんありますが、簡単な羅列だけをしたいと思います。最も重

要なのは商標法です。商標法は、中国の現行法体系において商標を専門的に扱う法律です。二つ目、三

つ目の中で詳しくお話ししますが、商標権の効力および商標権の発生の方式が定められています。 
 専門の法律以外の法律にも商標と関係のある規定が書かれています。たとえば1986年に中国で出され
た民法通則には専ら知的財産権について1つの節が設けられていて、その中に、営業上の表示に関する
条項あります。同時に刑法典にも知的財産権の侵害罪について１つの節があり、その中に商標権を侵し

た罪に関する規定もあります。中国は 1979 年から刑法で商標に関する問題を処理し始めました。1979
年に刑法典が出されたときに罪名として商標冒用罪というものが設けられています。そして1997年、刑
法改定が行われた際に、この罪名は、その他の知的財産権の侵害に関する罪名とともに、現行法の知的

財産侵害罪という節に入れられました。 
 先ほど申し上げた民法通則と刑法以外の法律にも商標に関連するものがあります。かなり目立つもの

として、ここに挙げた不正競争防止法は、かなりの部分が商標と関連した内容になっています。不正競

争防止法は、営業上の表示に関する保護において大変重要な法律と言えます。 
 理論的には不正競争防止法と商標法の関係についていろいろな意見があり、私が知るところでは、中

国大陸だけではなくヨーロッパでも不正競争防止法と商標法、ないし知的財産権法の全般との関係につ

いてさまざまな意見があります。いろいろな見方や反対意見がありますが1点だけ一致しているところ
は、不正競争防止法は商標権およびその他の知的財産権を保護する意味で大変重要な一部となっている

ことです。 
 中国には行政法というものがありますが、それも商標に関連するものがあります。ここで挙げたよう

に薬品管理法は薬品の商標の問題、また、煙草専売法でも商標の問題がかかわってきます。後ほどお話

しする中でお互いに影響し合っている条項です。それから、商業主体に関する法律、たとえば会社法や

個人独資企業法には、こられ主体が商標権を享有することができるかどうか、あるいはどのような条件

の下で商標権を享有するかといった規定があります。 
 中国の現行の体制では多くの法律が商標問題に関連していますが、ここですべて皆様にお話しするこ

とはしません。法律以外にも、現行の法律体系の中で行政法規というものがあります。中国で行政法規

と呼ばれるすべての文書は国務院、すなわち政府、内閣から出されている文書ですが、商標に関するも

のを並べてみました。もちろん、これだけではありません。 
 先ほど商標法があると言いましたが、国務院ではもっぱら商標法について商標法実施条例というもの

が制定されています。商標法実施条例は、商標法上のいくつかの概念や大まかな内容に関してより具体

的な解釈がなされているもので、商標法の実施について非常に重要な役目を果たしています。 
 実施条例以外にも、特殊標章保護条例があります。その保護対象は主として、商標ではないマーク、

たとえば公のマーク、あるいは大規模なイベント、会議やプロジェクトに係わるロゴマークなどです。

また、皆さんご存じのように2年後、北京でオリンピックが行われますが、国際オリンピック委員会の
要求を受けてオリンピック標章保護条例を制定しました。これも商標問題と関連してきます。 
 そして、商標問題に関しては知的財産権税関保護条例というものもあり、その中の一部は商標に関連

したものです。それ以外の行政法規では、地図編制出版管理条例には地図の商標に関するもの、それか

ら商標の印刷に関連して印刷業管理条例にも商標に関する規定があります。これらのすべては中国の法

律体系において商標法の範疇に入るものと考えます。 
 先ほど言った法律、行政法規以外に、司法解釈があります。効力から言うと法律、行政法規、司法解

釈は違うもので、行政法規は法律の抵触がある場合に効力を失います。すなわち、行政法規の効力は法



律より低いということです。司法解釈は行政部門が出したものではなく法院、あるいは検察院が出した

ものです。中国の検察院はかなり高い地位があるので、検察院が出した規定も司法解釈になるのです。 
 最高人民法院が出した規定は、すべて司法解釈と呼んでいます。司法が行われる際の解釈で、商標に

関するものを簡単に出してみました。これ以外にも、たとえば民法通則に関するものにも商標関係の規

定がありますが、全部出したわけではありません。ここでは、商標と関連する最高人民法院が出した司

法解釈のうち、よく使われるもの、よく見られるものを並べてみました。 
 いま三つ申し上げました。法律、行政法規、司法解釈ですが、法院で裁判を行うときはこの三つに依

拠して判決がなされます。すなわち、中国の法院の判決主文は、直接、法律、行政法規、司法解釈の三

つを基にして判決を行うことができます。 
 先ほど四つ目、部門規章があると言いました。中国大陸の法院では、これを根拠に判決を行うことは

できませんが参考にすることはできます。理論的には、証拠として見ることになります。法院はそれを

採用することもできますし、採用しないこともできますが、現行制度では、法院はそれを法律的根拠と

して直接判決文に引用することはできません。 
 たとえばここに、国家工商行政管理局が出している商標法に関する規定をいくつか列挙していますが、

こられは部門規章にあたります。ここで一つひとつは紹介できませんが、ほかにもたくさんあります。

法律的根拠として判決文には書けないと言いましたが、もちろん効力はあります。部門規章の効力はそ

れを出した行政機関に限られ、それぞれの省庁の行為の規範としては効力があります。たとえば国家工

商行政管理局が出している商標に関する規範は工商局の行為の制約にはなるわけで、この意味では役割

を果たしています。 
 まとめますと、裁判が行われるときに効力が違う4種類のものを紹介しました。次にお話しするのは、
中国の商標法の概観です。中国の商標法の具体的な規範設計は、ほかの国とほとんど違わないと思いま

す。いくつか枠組みを書き出したのでご紹介しますが、全面的なものではありません。 
 三つ書きました。一つ目は、中国では商標を使うときに登録することができますし、しないこともで

きます。登録していなくてもしていても、使うことはできます。しかし、次の2種類の商品については
勝手に商標を使うことはできません。先ほど言いましたが人に使用する薬品とたばこです。この二つの

商品に関しては、必ず登録商標を使わなければなりません。そうでなければ、商品の市場流通が禁止さ

れます。商標の自主登録は基本的な原則ですが、例外もあります。先ほど申し上げた2種類は例外です。 
 二つ目に、中国の商標法では、主に先願主義が採られています。もし二人が同様な又は類似する商標

について、類似又は同一商品に関して出願した場合、最初に出願した人の出願が認められます。しかし、

もし同時に出願した場合には、商標を先に使った人の出願を認めるという原則もあります。したがって、

先使用主義は補足的なルールとして、同時出願という例外の場合にのみ適用されます。 
 三つ目に、中国では登録されていない商標に専用権が認められないのが通常ですが、例外があります。

例外というのは、後ほどお話しする著名商標です。もしその商標が著名商標なら、登録されていなくて

も現行の商標法では法律的な保護が与えられます。こういったやり方は、ほかの国の商標法の枠組みと

ほとんど同じだと思います。もちろん使用と出願を同等に扱う国もありますが、原則的に中国のこうい

った考え方、枠組みは、パリ条約にせよWTOのTRIPsにしろ、大きな違いはありません。基本的に、
両方の要求を満足しています。 
 中国の現行の商標法で保護される商標の種類は比較的全面的なものであるといえます。ここに現行商

標法が保護する商標の種類を列挙してみました。たとえば商標の構成部分から分けると文字、図形、立

体商標といったものがあります。中国の現行商標法では、漢字、数字、アルファベットなど、文字から

構成される商標はすべて出願が可能です。同じく、平面図形も出願、登録可能です。 
 前回改定された商標法から、立体商標も保護されるようになりました。また、商標法の条文には色彩

の組合せというものも追加されました。これは理論的には図形と見ることもできますが平面のものです。

したがって、平面図形にせよ、立体の造形にせよ、文字にせよ、中国ではすべて出願、登録が可能です。 
 しかし、アメリカと比べると、声、音は現行の中国の商標法では保護されません。国によっては香り

も登録できるようですが、中国ではまだ登録不可能です。客観的に見て、音ならまだ識別機能がありま

すが、香りの識別機能は低いものと思います。現行の商標法ではいま申し上げたようなものはすべて保



護されます。また、商品商標とサービス商標は共に保護の範疇です。それ以外に集団商標や証明商標（保

証商標）も保護されますが、それぞれ専門の出願手続きがあります。 
 中国はパリ条約に加盟していますしWTOにも加盟しているので、著名商標はTRIPs協定とパリ条約
とのいずれに基づいても保護を受けることができます。この点について中国商標法には規定があります。

これはまた後ほど申し上げたいと思います。 
 最後に、簡単に論文の中に言及したいくつかの判例について申し上げたいと思います。論文に具体的

な内容を書きましたので、先ほど申し上げた内容について少し簡単に話しします。 
 一つ目の判例は、法院の商標行政部門に対する監督の問題です。中国の南にある広州というところの

会社が、法院に国家工商行政管理局を訴えました。その経緯は、商標権者が知らない間にその商標が譲

渡された旨の公告が出ていたということです。これは明らかに別の会社が名義を冒用して他人の商標を

譲渡してしまった状況で、理論的に言えば商標権者にはいくつかの選択肢があります。 
 たとえば法院に譲渡行為の無効認定を請求することができます。これは原告のみで被告がいない訴訟

になります。二つ目の選択肢は、関係部門に譲渡者の刑事責任を追及するよう要求することができます。

しかし本件では、商標権者は行政訴訟を行って、国家工商行政管理局の商標局を訴えたわけです。 
 法院はこの案件を受理しました。ここで関係する問題は、商標局が本来譲渡される際にしなければい

けない審査義務を履行したかどうかということです。最終的に法院は、関連規定に基づいて審査義務を

怠ったと認定して、当該商標の譲渡に関する商標局の認可を取消しました。こういった意味から、現在、

中国の法院は、監督という点から見て、行政機関の行政行為の有効性を決定する役割を果たしていると

言えると思います。 
 三つの案件は、すべて著名商標に関連します。去年末、高林先生が北京を訪問されたときお話しした

のですが、中国大陸の著名商標の使用は大変敏感な問題です。中国には企業がたくさんありますが中に

は日本企業もあり、中国に来て行政部門や法院に商標を著名商標として認めてほしいという企業がたく

さんあります。会社によってはわざと裁判を起こして、裁判の中で法院に自社の商標が著名商標である

ことを認めさせるという方法を取る会社もあります。 
 この二つの案件はこの問題に関連するもので、法院は著名商標を認定する必要があるかどうかという

ことです。二つの案件からわかることは、法院が商標を認定する際に、当事者が請求したから、確かに

有名だから著名商標と認めるかどうかではなくて、判決を出す際に必要かどうかによります。つまり、

紛争を解決するにあたって、これが著名商標と認める必要があるときにのみ認定する、ということです。

もし認めなくても解決できる案件であれば、司法資源の節約の視点からいって判決を出せば終わりです。

必ずしも判決書の中で「これは著名商標である」という認定を行う必要はないということです。 
 中国の現行の商標法第13条と14条によると、著名商標を認定するには一定の手続きが必要になりま
す。ですから、この二つの案件からわかるように、著名商標は中国では広告として使えるものではあり

ません。コマーシャルとは違います。法律上のトラブルを解決する手段に過ぎないのです。 
 具体的な案件は時間の関係があるのでお話しできませんが、もし興味がおありでしたら論文をご覧く

ださい。最後にお話しする案件は、中国でよく起こっている商標と商号との競合という問題です。現行

の中国の商標制度、営業上の表示に関する制度の中で、商号を明確に規定する法令がありません。民法

通則では企業が名称権を持っているとの規定があります。ただ、現行の国務院が公布した企業名称登録

規程の企業名称に関する規定によると、商号は企業名称の構成部分に過ぎません。商号権という用語を

使うものは現行法令の中にはありません。 
 しかし、商標に関しては商標法というものがあり商標専用権というものが認められています。そのた

め、商標と商号がぶつかるときにいかに解決するのが問題となります。この判例からわかるように、も

しこの中でわざと他人の商標にかかる信用を騙るようなことがあった場合、すなわちこういった行為の

中でもし悪意があった場合には理論的には不正競争になるわけで、法院は制裁を加えることができます。 
 この案件では、被告企業は北京紅獅京漆商貿有限公司という名前ですが、その名称を使うときにわざ

と紅獅という文字を目立つようにほかの文字より大きくして、コマーシャルでも紅と獅の字が目立つよ

うに書きました。そして、原告紅獅塗料有限公司の正門から 300mしか離れていないところに広告の看
板を置いていたのです。 



 北京では紅獅塗料有限公司は大変昔からある塗料会社ですが、これだけ大きな看板を出しているので、

その下にあるのは被告の販売店ですが、わからない人は看板を見てそちらへ行ってしまいます。法院は

これを見て被告には悪意があると認定し、商標権の侵害であるという判決を下しました。 
 具体的案件に関しては論文をご覧いただくか、あるいは後ほど高林先生のデータベースをご覧いただ

きたいと思います。この案件に関するさらに詳しい内容が書かれているので、それをご覧いただきたい

と思います。 
 この案件以外に、今年高林先生のデータベースに提供するほかの案件もあります。たとえば2005年、
北京の法院で並行輸入に関する判決が出ましたが、韓国のSAMSUNGという商標に係わる紛争です。 
ある会社がアメリカから直接ディスクドライブを輸入してしまいましたが、実際は北京にSAMSUNG
の独占的な使用権を持った人がいるため、並行輸入の問題が発生していまいました。以前にも上海法院

で並行輸入の判決が出ており、判旨に関しては今回の判決と大した違いはありません。 
その他の案件もありますが、高林先生のデータベースに提供します。たとえばアメリカの商標で

TOEFLというものに関する案件があります。英語のテストの略語でTOEFLというテストがありますが、
その商標は北京でどのぐらい保護されているか、商標がどういった役割を果たすかにまでかかわってき

ます。この判例の判旨とほとんど同様なものとして、日本のトヨタが北京で訴えたものがあります。ど

ちらも、商標の本質から見て商標の役割はいったい何か、商標権の効力はどのぐらい大きいものかとい

う問題を見る判決でした。時間の関係もありますので、このぐらいにしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
 司会 どうもありがとうございました。早稲田大学が進めているデータベースの話もかなり出てきま

したが、ちょうどまもなく英語版の中国のデータベースの約300件が完成して登載されます。その後、
毎年のように各地域から案件を増やしていこうということも引き続きやっていくことになっています。 
 いまの郭先生のお話の論文は紀要にも載せていきますので、お待ちいただければと思います。商標に

関する興味あるお話でした。王先生と郭先生に、王先生が著作権の分野、郭先生は商標の分野でお話し

いただきました。次に、張平先生に特許の分野でお話しいただきます。ただ、この3人の先生方は皆さ
ん、工学部のバックグラウンドを持っておられて、それぞれの先生は皆さん、特許の専門家です。北京

の3人の先生に特許というわけにいかなかったので、商標、著作権もお願いしていますが、皆さん、そ
れぞれ特許の専門家であることもご紹介したいと思います。 
 引き続きまして北京大学の張平先生からは特許について、これも論文を読ませていただきました。か

なり先端的なお話だと思いますが、聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 
「中国における特許保護の現状と直面する課題」 

                        張 平（北京大学法学院教授） 
 
 張 皆様、こんにちは。高林先生のお招きと、早稲田大学のこのプロジェクトに感謝します。このプ

ロジェクトにといて、私は北京地方の特許関係判例に関する作業を担当していますが、今日は判例の内

容についてはあまり話さないつもりです。判例については高林先生のウェブサイトをご覧いただきたい

と思います。論文も高林先生に提供しますので、論文の詳細は高林先生の資料をご覧いただければと思

います。 
 今日は非常に大きなテーマで、「中国における特許保護の現状と直面する課題」です。大変大きな課題

で20分間では全部お話しできないと思うので、最初の三つの問題は簡単にして、重点的に四番目の問題
をお話ししたいと思います。 
 一つ目の問題は、立法の現状です。中国の特許法が誕生した背景は日本とは違います。1985年に特許
法が施行されましたが、改革開放で技術を導入するのが主な目的で、創出は副次的なものでした。どの

ようにして外国から技術を導入するかということでつくった法律なので、受け身の法律と言ってもいい

のです。 
 第1回の改正は米中知的財産権の協議から、受け身の立場で改正しました。第2回目の改正も、中国



がWTOに加盟したことによる受け身の状態でした。つまり、外国からの特許権者の要求に基づいてこ
ういう法律をつくったのであり、中国市場の真のニーズからではありません。現在、中国で特許法を実

施するうえではいろいろな問題がありますが、ある国の法律、制度はその国の経済と科学技術に役立た

なければなりません。第3次の改定ではその問題を意識します。現在、中国では第3回の特許法の改定
作業を行っていますが、初めて自分たちのニーズに基づいて改正しようということになりました。 
 だいたい四つのことを考えて改正しますが、これは中国特許局のサイトで見ることができます。今日

の報告者にはこういうテーマを担当している方もいるのでいちいち紹介はしませんが、中国はいま中国

自身がどのような特許法が必要かという立場から改正を行っています、ということだけを皆さんに知っ

ていただきたいです。 
 まず、司法と行政執行です。司法については次の紹介者が説明すると思いますが、中国は早くも知的

財産権の審判法廷をつくりました。日本もその知財戦略の一環として、知的財産権専門の裁判所を設立

しましたが、中国はそういう面ではわりと進んでいると言えます。行政執行では中国には行政保護の体

系があり、行政の法執行には大変強い政府の力が働いています。これはほかの国の特許法にはありませ

んが、今日はこれについては詳しく申し上げません。 
立法と司法、行政以外に、残った問題点は、市場主体による特許制度の利用となります。特許制度が

役に立つ対象者は、市場競争に参加する企業です。しかし中国において、市場の主体はこれについてよ

く認識しておらず、よく利用していないと言えます。まず、大学、研究機関は創造の主体でいろいろな

技術、研究成果がありますが、特許意識が薄いために特許権として現れていない。あるいは、特許を出

願したが基本特許ではない。あるいは、出願してもそれが企業と結びついていない。産学研の結びつき

がまだまだ足りず、特許の意識、戦略的な応用がまだまだ不足しています。 
次に、創出に対する投入も非常に不足しています。中国企業は新しいものの創出を重視しないため、

原始的資本、短期的利益のための投資をしていますが、研究開発の投入が少ないのです。人材の面では、

投入はさらに少ないです。つまり、知財問題を取り扱う法務部門を設立している企業はあまりありませ

ん。たとえば、日本の大きな企業では特許関係業務を専門的に行う部門が企業の中に設けられています

が、そういうのはありません。 
第三に、特許の戦略的な応用が非常に不足しています。戦略的応用は、政府、企業、および学術界が

すべて力を合わせていかなければならないのですが、応用対策、戦略がまだ非常に不備で、かかる技術

が中国市場への寄与度が低いという結果をもたらしたものと言えます。 
 もう一つ、効果的な特許をどれだけ持っているかですが、中国の科学技術の能力は世界の先進国と比

べるとまだまだ格差があります。基本特許や一つの産業、製品の発展を左右できるような特許がまだ少

ないのです。世界の競争の中で中国は特許の障壁又は技術的な貿易障壁に直面することになっています。 
 また、法律サービスの面でも不備な点がたくさんあります。社会的に優秀な特許法律サービスがまだ

少ないのです。情報プラットフォームもしっかりしていないし、特許と商標の検索もまだまだ不備であ

り、日本のように整備されていません。そのため、企業は特許戦略の策定に際して、情報資源が不足し

ています。 
仲介サービスもまだまだ足りません。整備された資源がなくても、外国のいろいろな資源が使えます。

しかし、外国の資源を利用する場合は、特許の仲介サービスがかなり強くなければ、経験がなければ、

PCTなどの特許、あるいはアメリカや日本、ヨーロッパの特許を利用できません。中国の仲介サービス
は、まだまだ成長不足です。 
また、情報プラットフォーム、仲介サービスが足りなくても、事後の法律、訴訟に関する対応に強け

ればまだいけると思いますが、しかし中国の弁護士界は知財訴訟に対する注目が少ないですし、注目が

あったとしてもその対応の能力が不足していると思います。なぜかというと、渉外の知財訴訟、特に特

許に関する訴訟は、非常に専門的な知識を強く要求しています。従って、法律サービスの面からみても

不備しています。 
 このような中で、立法、司法、行政保護、市場主体の応用能力という点から見て、中国は現在のよう

な状況にあります。これによって生じた最終的な問題は、中国は国際競争に参入する場合に大きな困難

に直面している、という問題です。 



 困難な問題は、制度面から見ると特許は生まれてから独占的で自ずと競争を排除し、国家がそれを認

めるということです。自由貿易、市場経済は、本当は独占を排除し、独占を許さないのですが、国家が

創造を奨励するために特許があります。特許が生まれた日から、独占を制限する法制を建てなければな

りません。たとえば日本では独占禁止法がありますが、中国で特許法が生まれたときには独占禁止法は

なく、いまだにないのです。 
 独占禁止法がない場合は各部門において反独占の措置をとらなければなりませんが、中国ではこうし

た制度まだ欠けています。中国は技術を導入する国なので、特許のライセンシーの立場にあります。こ

のような状況の下では、独占禁止法がないから非常に受け身になり、産業の発展に影響を与えることに

なります。 
 最近、中国の多くの企業が市場競争、貿易から撤退しましたが、これは中国がWTOに加盟した目的
に反しています。中国がWTOに加盟した目的は市場からの撤退ではなく参入ですが現状は逆なのです。 
もう一つは実務面です。制度面で問題があっても、もし実務面で企業が高い意識を持てば契約交渉の

中でこういうことを防ぐことができますが、契約交渉あるいは戦略では審査の体制、交渉の戦略や技術

が欠けています。中国企業は外国の特許権者が用意したフォームにサインするだけなので、ライセンシ

ーにとっては非常に不利です。事前に意識が薄いから、サインする場合に独占を防ぐなどの能力がない

わけで、10年、20年と契約の義務を履行しなければなりません。これは非常に深刻な問題です。あとで
申し上げる特許の共同ライセンスもそうなのです。 
特許の独占を防ぐことについて国際的な原則がありますが、中国はあまり重視していません。TRIPs
の中では四つの重要な原則があります。 
 一つ目は私権の保護、すなわち知的財産権の保護を強化します。二つ目は公共利益への配慮、この場

合には独占を防止しなければなりません。三つ目は特許権等知的財産の濫用の防止です。そして最後の

一つは、知的財産権の保護が国家の発展に有利でなければなりません。もしその国の発展を阻害したら、

それは知的財産権の目的ではないわけです。 
 TRIPs にはそのような原則がありますが、中国はまだそれに対応した法律をつくっていません。散在
する法制度があるのでまったくの空白ではなく、たとえば中国の契約法、対外貿易法、技術輸出入管理

条例、ないし最高人民法院の一部の司法解釈の中にも関係の規定があって、あるいは関係の措置が取ら

れています。しかし、このようなばらばらのいろいろな部門の法律に散らばっているものでは、現在の

中国の問題を解決するには足りません。 
 現在、国際的には特許の共同ライセンス、たとえばパテント・プールというものが、重なる特許が大

量的に存在する場合に、有効にライセンスをする方法として発生しています。このような共同ライセン

スは、特許権者によるものなので、もちろん発生した当初から特許権者に有利であって、ライセンシー

にとっては不利益になります。 
 世界中に成熟した特許の共同ライセンスがあります。これらには強い市場コントロール力、市場独占

力というものがあり、たとえば非常に成長した DVD、3G、MPEG-2、MPEG-4、DVB、3GPP-2 など、
情報産業分野や通信分野には大量のパテント・プールが存在します。 
 ここに小さな丸が書いてありますが、AVSです。AVSはいま中国で制定中のパテント・プールです。
日本の多くの会社も非常に注目していると思いますが、たとえば松下やソニーはAVS標準制定に参加し
ようとしていて、AVSのパテント・プールの構築の中で公平で合理的なライセンスに関する政策が生ま
れればいいと希望しています。日本でも技術標準の問題について話されています。AVSには、パテント・
プールのいろいろな技術独占を防ぐ世界的模範になってほしいという期待がかかっています。AVSでも
パテント・プールに関してさまざまな議論があり、本当にそのような所期の目標が達成できるかどうか、

いま注目しているところです。 
 特許の共同ライセンスにはいろいろな利点があります。技術標準の実施を推進する、ライセンス効率

を向上させる、コストを削減する、紛争の発生を減らすとかさまざまな利点があります。そういう利点

があるからこういう合理性が生まれてパテント・プールが生まれているのです。 
 しかし、特許の共同ライセンスには生まれつきの弊害があります。競争の制限と独占が必然的に現れ

るということです。いまのパテント・プールには、私どもが研究したいろいろな問題点のほかにもまだ



あると思います。たとえば、一括方式のライセンスをするから、パテント・プールでは全部が必須特許

である必要があり、不必要なものがあってはなりません。そのため、必須特許に関する公平的、中立的

な評価制度が必要となります。しかし必須特許に対する評価は不明確ですし、パテント・プールには必

須でない特許、ひいてはごみのような特許がたくさん存在します。 
 二つ目は価格の限定で、世界統一価格になっています。自由競争、市場競争においては価格差別をし

てはならないと思いますが、違った地域、違った発展レベルの国では価格が違うということで、統一規

格は逆に差別になると思います。その規制も不合理です。 
 もう一つ、一括方式のライセンス料です。算定の方法が非常に煩雑なものとなっています。見たとこ

ろ公平なようですが、実は罠だらけです。グラントバックの条項、紛争の管轄、準拠法が不平等であっ

たり、その他いろいろな問題があります。 
 このような問題を発見しましたが、中国の法律に基づいて解決するには困難があります。このような

問題点に対する重視、研究を喚起するよう、去年の年末、私は個人の名義でこの中の一つのパテント・

プールの中の一つの特許について無効審判の請求を提起しました。このような研究でパテント・プール

の問題点を明らかにし、中国の知的財産権、あるいは特許、反独占の制度面でもっと前へ進めたいとい

うことで、そういうものを提起しました。誰から委託されたものでもなく、私個人が研究する中でこう

いう問題を発見し、問題を提起したのです。 
 この問題は中国市場でいま出たばかりではありません。早期の日本や以前はアメリカやヨーロッパで

もこういう議論はありましたが、いまほど際立っていませんでした。これらの国では、最初から反独占

の非常に強い制度があったからです。中国はその制度の必要性を認識していますが、まだ研究が必要で

す。この無効審判の請求の結果がどうなるかはまだわかりませんが、なにしろ、問題としては非常に現

実的で、解決が待たれています。 
 共同ライセンスは市場競争を制限することになります。そこで、知財権の合法的な独占性につき検討

をしなければなりません。つまり、それを利用する場合には一定の限度があって、それを超えてはなら

ないということです。 
 このような問題を解決するにはいくつもルートがあると思いますが、まずは国際的なルールで議論す

べきです。このような問題に直面しているのは中国だけではなく、先進国も同じような問題に直面して

いると思います。情報化時代が到来し、インターネットが誕生し、グローバルな貿易で先進国の間でも

独占の可能性はあると思います。最近、日本、あるいはヨーロッパの大きな企業がアメリカで訴訟を起

こしていますが、主に訴訟対象はアメリカのクアルコム社です。 
 世界的にWTOやTRIPsの枠組みで問題解決ができないかどうかですが、アメリカの貿易委員会、日
本の公正取引委員会、EUの機関で審査してもらうのではなくて、WTOの枠組みで契約を審査できない
かということです。このような努力をして、国際的な枠組み、仕組みをつくるべきではないかと考えて

います。 
 もう一つは国内法のレベルです。中国は独占禁止法をつくらなければなりません。この独占禁止法の

中に知的財産権に関する明確な規定がなくても、少なくとく原則的な条項がなければならないと思いま

す。そして知的財産権に対する具体的な反独占の法律制度をつくっていくとともに、ライセンシーの意

識、交渉のテクニックおよび能力を高めなければなりません。 
 特許権者にも市場のルールを守る自律性がなければいけません。特許権者として利益を追求すること

は批判できないが、公平なる競争秩序を維持するために、特許権者は規範的な行為を取らなければなら

ないと思います。最後の一言ですが、政府、特許権者、ライセンシーおよび学術界の立場からにしても、

ともに特許保護のグリーンロードを構築しなければならないと思います。ありがとうございました。 
 司会 中国の知的財産保護制度がスタートしてそんなに長い年月はたっていない。20年とか言われて
いますが、私のように日本でのんべんだらりと過ごしている人間から見ると、ものすごい速度で階段を

上ってきてあっという間に知的財産の研究も日本より進みつつあるのではないかという気がします。 
 独占禁止法という法律がないという話ではあるけれども問題状況はまったく同じように把握され、か

つ日本よりも問題に対して意識を持って研究を進めていることがわかる。中国は海賊版をつくって日本

の特許権を侵害している国である、みたいなことをいつまでも言っていると、あっという間に知的財産



保護でも中国が先へ行ってしまうのではないか。私は、はっきり言って、そういう危惧を持っています。 
 今日来られている先生方は超一流だということもありますが、そのへんを感じさせる本日の3人の先
生のプレゼンテーションだったと思います。時間を20分と限っていたので大変時間が押しています。や
や休み時間を少なくさせていただいて、いまから17時40分まで10分間お休みしたうえで、上海の張裁
判官と広州の李先生からお話をいただくようにしたいと思います。それでは 17時 40分まで、10分間、
お休みをいたします。 

（休憩） 
 
 
「中国における特許権侵害の基本的な判断手法」 

                 張 暁都（上海高級人民法院知的財産法廷裁判官） 
 
 司会 引き続きまして次は上海高級人民法院の張判事から、これも論文を提出していただいています

が、特に特許クレーム、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈論等々をめぐる話をいただきます。引き続

いて、李先生ということになります。それではよろしくお願いします。 
 張（暁） ご在席の皆様、こんにちは。高林先生のお招きをいただき、再び早稲田大学を訪問し、学

術交流会に参加できることを大変うれしく思います。この機会をお借りして、中国における特許侵害の

判定の基本的な方法を簡単にご紹介したいと思います。 
 中国において特許というと三つの類型があり、発明の特許、実用新案の特許、意匠特許を含みます。

意匠の侵害の判定方法は、発明と実用新案の侵害の判定の方法とはまったく異なります。ここで紹介す

るのは、発明の特許権及び実用新案の特許権の侵害判定に関する基本的な方法です。 
 特許権による保護の範囲は、中国特許法第56条第1項の規定で「発明又は実用新案の特許権の保護範
囲はクレームの内容を基準とし、明細書及び附属図面をクレームの解釈に用いることができる」となっ

ています。司法実務では、特許権侵害判断の方法について、技術的特徴の対比による方法が採用されて

います。すなわち、権利を侵害するとされた製品あるいは方法が、特許権者の特許権を侵害しているか

どうかを判断するには、まずクレームの解釈を行います。特許権の保護の範囲を確定し、特許の技術的

な手段を一連の技術的特徴に分説します。次に、権利を侵害するとされた製品や方法を、対応する一連

の技術的特徴に分説します。それから、両者を対比します。すなわち、権利を侵害するとされた製品や

方法の技術的特徴と、特許の技術的手段を構成する技術的特徴を比較するのです。権利を侵害するとさ

れた製品や方法が特許権の保護の範囲に含まれるかどうかを判断するための基本原則は、いわゆる全面

包含原則です。すなわち、権利を侵害するとされた製品や方法の技術的特徴が、発明や実用新案の特許

のクレームに記載されている全ての技術的特徴を包含しているかを見ます。もしも権利を侵害するとさ

れた製品あるいは方法がクレームに載っているすべての技術的特徴を包含しているのであれば、侵害が

成立します。権利を侵害するとされた製品や方法が、クレームの全ての技術的特徴に加えて、さらにそ

の他の技術的特徴を含んでいる場合にも侵害は成立します。訴えられた製品あるいは方法が、発明特許

あるいは実用新案のクレームに記載される技術的特徴を含むとはどういうことかというと、権利を侵害

するとされた製品や方法の具体的な技術的特徴が、クレームに載っている具体的な技術的特徴と同一又

は均等である場合の他に、権利を侵害するとされた製品や方法の具体的な技術的特徴が、クレームに記

載されているものと同一、又は均等な上位概念の技術的特徴に含まれた場合があります。クレームにお

ける技術用語については、まず明細書及び附属図面に基づいて文言の解釈を行います。もちろんクレー

ム自身が十分に明確であるときは解釈が要りません。明細書及び附属図面だけでは明確な理解できない

場合は、該当する技術領域に属する一般的な技術者の通常の理解に基づいて解釈します。また、技術辞

典、百科事典、辞書などの助けを借りて、該当分野の技術者が通常どのような理解をとっているかを確

定することがあります。 
 特許権の侵害には同一侵害と均等侵害の二つの状況がありますが、同一侵害は訴えられた製品、方法

において、クレームに載っているものとそれぞれの技術的特徴と同一の対応する技術的特徴が見出せる

場合です。均等侵害については、最高人民法院が、司法解釈「特許紛争案件審理の法律適用問題に関す



る若干の規定」の中で規定しています。司法解釈第17条の規定ですが、「特許法第56条第1項にいう『発
明又は実用新案の特許権の保護範囲は、そのクレームの内容を基準とし、明細書および附属図面をクレ

ームの解釈に用いることができる』というのは、特許権の保護範囲はクレームの中に明記されている必

須の技術的特徴によって定められる範囲を基準とし、それには、当該必須の技術的特徴と均等な特徴に

よって定められる範囲も包含するとしています。後者は均等侵害の概念です。この司法解釈には「均等

な特徴」とは何かについての規定もあります。「均等な特徴」とは、クレームに記載された技術的特徴と

基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらし、か

つ該当する技術領域に属する一般的な技術者が、特に創造的な労働を経なくても思いつくことができる

特徴を指します。つまり、このような技術的特徴は、置き換えられるもので、容易に想到できるもので

す。この司法解釈は、均等をいつの時点で判断するかという時間的基準について、すなわち権利付与時

かそれとも侵害行為発生時かは規定していません。一般的には、侵害行為が発生した時点を均等の判断

基準時点としており、中国の司法実務における一つのコンセンサスとなっています。 
 中国の特許制度の導入初期において、司法実務の中で当時の具体的な状況の必要に応じて過去のドイ

ツの方法を参考にして、いわゆる不要構成要件（「多余指定」）の原則を採用しました。この原則は、該

当する技術領域に属する一般的な技術者がクレームに記載されている技術的手段を理解する際に、ある

技術的特徴が、発明が解決する技術的課題の解決にとって余分であると考えられる場合には、当該技術

的特徴を無視して判断してもよいもよいとする考え方です。不要構成要件の原則を認めることについて

は大きな論争がありました。中国の司法界でも最初は緩やかな認識でしたが、徐々に厳格になってきた

のです。2005年 8月 22日に最高人民法院は、大連の新益という建材会社と、同じく大連の仁達という
壁材会社の間の特許侵害事件の判決において、この原則に対する認識を明確に示しました。特許権者が

独立クレームに記載した技術的特徴は、すべて必須の技術的特徴と見なされ無視されてはならず、すべ

て技術的特徴の対比を行ない、すべて特許権の保護に対して制限的な効果があります。軽々しく不要構

成要件原則を適用しないということです。クレームの役割は特許権の保護範囲を確定するもので、公衆

に発明特許あるいは実用新案特許の技術的手段に含まれるすべての技術的特徴を明示するものです。公

衆にどういう行為が権利侵害になるかを知らしめるもので、一方で特許権者に合理的な保護を与えると

同時に、他方で公衆にも技術を使用する自由を保障します。最高人民法院の判決は次のように述べてい

ます。クレームに記載されているすべての技術的特徴に全面的かつ十分な尊重を与えなければ、予想不

可能な特許権内容の変動によって一般公衆が迷うのを避けることができない。クレームに記載したもの

を無視するものとすると、公衆が特許権の保護範囲を予測できなくなるからです。不要構成要件が適用

されてしまうと選択に迷うことになり、この解釈によって特許制度の正常な運用とその価値の実現が根

本から保障される訳です。 
 中国の法律と司法解釈は、いずれも包袋禁反言の法理を明確には定めていません。しかし、司法実務

においては、非常に早くから包袋禁反言の法理を適用する裁判例が存在しています。最高人民法院民事

審判第3法廷、つまり知財案件の担当法廷は「特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」第
17条の均等侵害原則を解釈した際、法院が包袋禁反言の法理を正当に適用することで、均等論を一定の
枠内に収めるべきであり、具体的な事案において、法院は出願人が特許局に提出した申請書類や、その

他特許局へ提出した文書や特許庁で行った陳述の中で行ったクレームについての修正の過程を精査し、

それによってクレームの明確な限定や放棄をした技術内容について、均等論の適用ができない、として

います。すなわち、均等論の適用は、権利保護の範囲をクレーム文言から拡大するものであります。こ

の拡大は、特許審査および無効審判の審査の際に、特許権者が技術的特徴について行った縮小的な陳述

を考慮して解釈します。こうした縮小的な陳述があったから権利を付与し、又は特許権を維持したので、

侵害事件において前言を覆して均等侵害を主張することはできないわけです。こうした場合には同一侵

害しか主張できない、ということになります。 
 最高人民法院の「特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」第9条第2号によれば、実用
新案特許と意匠特許の侵害事件の中で、被告が答弁期間内に特許の無効宣告を求めたとしても、被告が

提出した証拠により、その使用した技術がすでに公知となっていると証明できたら法院は侵害訴訟を中

止する必要がないとされています。この規定についても、最高人民法院民事審判第三法廷の解釈があり、



公知技術抗弁原則と呼ばれています。実用新案特許、意匠特許の侵害事件について被告が答弁期間内に

再審査委員会に無効宣告を申請した場合、法院は原則として侵害事件の審理を中止し、再審査の結果が

出た後、ないし行政訴訟が行われた後で、さらに審理を続行します。しかし、そうした状況の下で証拠

が出されて公知の技術であることが判ったら、侵害事件の審理を止める必要はない。つまり、公知技術

抗弁の原則に基づいて権利侵害をしていないと判決することができます。ただ、意匠が技術ではないか

ら、公知技術抗弁原則は用語としては少し不正確さがあると思います。この司法解釈は発明特許につい

ては言及していませんが、発明の特許の侵害事件の実務においては、被告が十分な証拠を提出して使っ

ている技術が公知の技術だと証明したならば、法院は権利を侵害していないと判決することがあります。 
 中国の司法実務では、均等論、包袋禁反言や公知技術抗弁の原則の適用が行われていますが、法律お

よび司法解釈は包袋禁反言の法理、あるいは公知技術抗弁原則について明確な規定がありません。その

ため、法院によって、裁判官によって理解と認識は必ずしも統一されておらず、均等論についても大ま

かな、原則的なものにとどまっています。均等論、包袋禁反言の法理や公知技術抗弁原則について、中

国は日本を含めて世界各国の経験に学ぶ必要があり、その後、中国の技術発展の状況や国情に合わせて、

均等論、包袋禁反言の法理、公知技術抗弁原則を完備していく必要があります。今、最高人民法院が起

草している新しい司法解釈である「特許権侵害紛争案件の問題に関する若干規定」の中では、より細か

く均等論、包袋禁反言の法理、公知技術抗弁の原則が述べられています。また、先ほどの報告にもあり

ましたが、いま中国は特許法の第3次改正を進めています。この第3次改正の討論でもいろいろな課題
が話し合われており、その中でも均等論、包袋禁反言の法理、公知技術抗弁原則が明確に触れられてい

ます。最高法院の新しい司法解釈や、特に特許法第3次改正案によって、中国の特許権侵害の判断にか
かわる均等論、包袋禁反言の法理、公知技術抗弁原則がより完備されるでしょう。私の報告は以上です。

ありがとうございました。 
 司会 張裁判官、ありがとうございました。私も裁判官をやっていた人間ですので、大変親和性があ

るお話だなと。また、公知技術の抗弁などは日本でキルビー判決が出てきて以来、公知技術の抗弁がど

うなるのかなどという議論があります。いまのお話は、私にとっても大変おもしろいというか興味を引

くお話でした。公知技術の抗弁が先に立つ、みたいなお話がありました。これについても、また論文等々

を載せていけたらと思います。 
 
 
「広東省における企業の知的財産権を巡る状況および知的財産権関連裁判について」 

                        李 正華（中山大学法学院助教授） 
 
司会 最後になりましたが、お忙しい中、広東省・広州から今日成田に到着し来ていただいた中山大学

の李先生から、いままでのお話と重なる部分もありますが、広東省というところに注目して、企業の知

的財産権をめぐる状況および裁判関連のお話です。 
 私たちのプロジェクトは当初は上海と北京にしか展開していなかったのですが、今日李先生からお話

もあると思いますが、広州も知的財産に関して言えば非常に大きなウエートを占めているので、参加し

ていただくことにした地域です。それでは李先生、よろしくお願いします。 
 李 皆さん、こんばんは。すでに数名の方が中国の知的財産権について、実務および理論の面から報

告をされたと思います。私はこの時間をお借りして、広東省の知的財産権および裁判の状況についてお

話ししたいと思います。 
 なぜ広東省の知的財産権の裁判の状況をご紹介するかですが、中国最高人民法院知財法廷の蒋志培法

廷長は、「中国の司法裁判は知的財産権の裁判を見よ、そして、中国の知的財産権の裁判は広東省を見よ」

と言われました。その言葉が重要性を示していると思います。今日は３つの点から、現状をご紹介した

いと思います。第１点目としてまず数字で広東省をご紹介し、第２点目として新たな状況下での知的財

産権裁判が直面する実際の問題、第３点目として、外国企業の投資の際の広東省における知的財産権に

関連する対策です。 
 では第１点目です。広東省は中国の南に位置し、陸地面積は17万8000平方キロ、7783万人の人口を



抱えています。広東省は経済的に発達した地域で、日本とも幅広い友好関係があります。ここにいくつ

か書きましたが、広東省は兵庫県と、そして広東省の中の各市が日本の多くの都市と友好関係、姉妹関

係を結んでいます。ここで広東省を、経済に関する統計と、知財に関する統計で見てみたいと思います。

中国国家統計局によると、広東省のGDPは中国全体の9分の1、地方歳入は中国の7分の1、中国で最
も発達した10の県レベルの市が広東省に2つあります。輸出入総額は全国の3分の1、外資導入実行ベ
ースで受け入れている外資は全国の4分の1です。広東省の外資企業は10万社以上あります。日本企業
も多くが広東省にあり、有名なところではトヨタ、ホンダ、松下、ソニー、キャノンなどが、広東省で

投資して合弁しています。これらの統計から判るように、広東省は中国大陸の中で経済的に大変発達し

た地域です。 
広東省は知的財産権大省とも言えますが、いくつか数字を挙げてみたいと思います。発明特許、実用

新案、意匠を合算した出願数と許可数が中国全体の15％、商標登録数は中国全体の8分の1です。いず
れも10年連続で中国第1位です。広東省は数量的にも知的財産権大省ですが、知的財産権の民事裁判も
多数提起されており、全国の4分の1を占めています。蒋志培法廷長がおっしゃった「中国の知的財産
権の裁判は広東省を見よ」の標語が、数字からもお分かり頂けると思います。 
また、法院の構成にも特徴があります。広東省には知的財産権事件の第一審を受理できる5つの中級
法院があります。また、最高人民法院の認可によって、知的財産権事件を受理できる基層法院が8ヶ所
あります。この数から見ても、「知的財産権の裁判は広東省を見よ」という特徴が現れていると思います。 
一部の統計データを挙げてみました。1994年、広東省全体で知的財産権事件を裁判所が受理した件数
は166件でした。1996年になると233件に増え、2005年は2871件となっています。ずっと上昇する傾
向にあります。2005年に全国で受理された知的財産権事件の4分の1強を占めています。 
 第２点目の話題として、新たな状況下で知的財産権の裁判が直面する問題についてお話ししたいと思

います。広東省の法院の顧問としてしばしば法院の人たちと接触していますが、広東省の知的財産権の

裁判に関する問題を、お配りした資料の中にもありますが、いくつかにまとめてみたいと思います。 
 まず１つ目は、事件の数量と種類が変わってきたことです。先ほどもご覧いただいたように、この数

年間で知的財産権に関する事件は右肩上がりに上昇を続けており、その種類にも新たな変化が見られま

す。かつて知的財産権の事件は、商標の直接侵害、例えば、IBMの偽物やソニーのテレビの偽物を製造
するといったものがほとんどでした。しかし、昨今の経済発展により、単純な偽物を製造する行為は減

少しており、異なる法律間の権利競合というものが生じてきています。例えば他人の商標を企業の名称

に使用したり、若しくは他の企業の名称を商標に使用したり、又は他人の装飾や経営上の特徴を、自己

の装飾や経営上の特徴として使用したりするなど、不正競争行為の多様化が進んでいます。もちろんイ

ンターネットの発達により、ネット上での権利侵害やドメインネーム紛争等も増加しています。 
 以上は現状発展の趨勢です。２つ目の問題は、権利の保護方法について、法院が裁判において会った

ものです。知的財産権の紛争には三つの性質の紛争があります。①行政紛争、つまり違法行為の告発を

受理した行政部門が行政的な処罰を行なったが、処罰を受けた者は不服として行政訴訟を提起した際の

紛争です。②民事裁判は圧倒的に多く、権利者が侵害行為の差止や損害賠償を請求します。③権利侵害

がある一定のレベルに達した場合、刑事裁判での刑事責任追及の対象になります。中国では、長年「二

軌道制」が行われてきました。これは、権利者は行政機関に告発して行政上の救済を受けることもでき

るし、直接法院に民事訴訟を提起して司法の救済を受けることもできるというものです。この2種類の
権利保護方法の調整が難しい場合があります。すなわち、行政処分と民事裁判とで矛盾する結果が出て

しまう場合があります。広東省で実際にあった例として、行政紛争の認定では権利侵害とされた行為が、

民事裁判では侵害不成立という結果になったことがあります。この二つの結果のどちらが優先するかと

いう問題が生じます。 
３つ目は、法院の管轄の問題にかかわってきます。中国は、四つのレベルの法院を設置し、二審制を

採っています。日本には知財高裁がありますが、中国でも似たような知財高裁を創設して、3 種類の法
院判決の間で起こる矛盾を解決できないかという話が出ています。現在、各地法院では知的財産権法廷

を設置しています。しかし、案件の性質によって管轄は異なります。知的財産事件の管轄は、刑事は基

層法院ですが、民事は認定された中級法院および一部の基層法院が有し、行政訴訟事件の管轄にもその



ルールがあります。我々は、これを｢三審分離｣と呼んでいます。｢三審分離｣により2つの問題が生じま
す。一つは判決結果が異なります。別々の法院で判決が下されるために、矛盾する状況が発生していま

す。もう一つは、裁判の進行速度も違います。 
さらに、１つの権利侵害について3種類の事件を、それぞれ３つの違う法院で審理を行うと、やはり
後先が出てきてしまいます。例えば、刑事が先で民事が続き、その後に行政処分になる、あるいはその

逆のような事態で、どの機関が先に判決を言い渡すべきかという問題が出てきてしまいます。このよう

な場合、最初に出た判決内容がやはり一定の制約要因になってしまいます。長い間、我々は、刑事を民

事より優先させることになっています。しかし、実際には多くの問題があって、例えば刑事の犯罪構成

要件に該当するか否かについては、民事上の権利侵害の額の問題が起こってきます。民事訴訟で損害額

が決定しないと、刑事の構成要件該当性の判断が難しいのです。また、証拠制度についても異なります。

たとえば疑わしい点があるときの利益帰属が違います。刑事訴訟の場合、疑わしいときは被告人の利益

になりますが、民事訴訟ではこのルールは適用されなく、主張する者が立証する、ということになって

います。 
 ４つ目は裁判中の調停です。中国語では｢調解｣と書きます。中国において知的財産権の裁判が調停で

解決された比率はかなり多く、2005年の統計では58.5％が調停によって解決しています。広東省の広州
中級法院では調停の方法を一つ考え出しました。曖昧調停というやり方です。これは、案件の事実関係

および責任関係がまだはっきりしない段階であっても調停を開始するというものです。つまり立件して

からすぐに調停に入ります。通常は事実関係が判明してから調停が行われるところ、曖昧調停に対して

は理論上および実務上様々な疑問が提起されました。曖昧調停は必ずしも強制のものではありませんが、

これから推進すべきか、見直すべきか、現在も様々な論争があります。 
 ５つ目は権利衝突の処理です。実際の裁判でしばしばこうした状況が起こります。例えば、実用新案

や意匠の裁判で、原告と被告がともに権利証を提出するというように、同じ分野の様々な権利の衝突が

起こり得ます。異なる分野の権利の間の衝突も起こっています。既得権と後に得た権利をどのように調

整すべきか、かねてから検討されています。また、不正競争や権利濫用の問題もあります。知的財産権

紛争の多くが最終的に不正競争の問題として現れるものと私は考えています。以上は、裁判例の集積の

中に表われている特別な点です。 
 ６つ目は、暫定措置の利用です。行政上の暫定措置として、行政部門による差押や、税関の輸入差止

めがあります。司法上の暫定措置としては、証拠保全、財産保全、侵害を構成するおそれのある行為の

禁止があります。例えば、権利者が行政部門に告発し、行政部門による差押が執行された後、権利者が

法院に民事訴訟を提起したという事案では、行政部門の差押は自動的に解除されるか、それとも法院が

行う財産保全や証拠保全は当然に行政的な暫定措置の代わりになるのか、という疑問が生じます。この

問題もまだ曖昧な段階にあります。 
 ７つ目は、損害賠償額の算定です。損害賠償の算定方法にはいくつかあり、権利者が選択することが

できます。①権利者が権利侵害によって実際に受けた損害を損害賠償額とする方法②被告が権利侵害に

よって得た利益を損害賠償額とする方法③実施許諾料によって計算する方法があります。 
しかし、いずれにしても、立証責任の分配の問題も出てきます。すなわち、損害は原則として原告が立

証しなければなりませんが、被告の利益に関する立証は難しい場合が多いです。被告は現実問題、侵害

によって得た利益を自ら主張することはあり得ません。そのため、権利者は侵害者の利得をいかに証明

するかという難しい問題が出てきます。このような事案では法定賠償額という方法がよく採られます。

裁判官が、5000元から 30万元以内で状情状を考慮して損害額を酌量します。私が集めた事件でもそう
でしたが、損害額は3万元から5万元の範囲で認定されることが多く、権利者にとっては賠償額が低い
と感じることが多いようです。こうした状況で権利者としては、実際に受けた損害による賠償額の算定

を選択して、損害賠償額の再計算をしたいと考えます。しかし司法実務では、一度選択された損害賠償

額の算定方法の再選択を認めず、直ちに法定賠償額を適用する傾向があります。法定賠償の結果が3万
から5万になる状況に、原告は「これはあまりに少ない」と感じます。証拠の不足によりこうした賠償
額の算定がなされてしまうのです。これが裁判で直面する問題です。 
 大きな第３点目は、外国企業が中国、特に広東省に投資する際の知的財産権保護対策についてです。



中国の知的財産権の制度は現在まで様々な整備がなされてきましたが、基本的にはTRIPsの要求に合致
しています。しかし注意すべきは、中国の知的財産権保護の方法、事件の受理、法院の管轄、手続の進

行、証拠法などいずれも特別な点があるため、日本とはかなり違いがあると思います。１つ目として、

そのような状況の中で、外国企業が広東省に投資する際には、まず中国の知的財産権の状況を理解する

ことが必須の大前提です。知らないがためにわだかまりが発生して誤解が生じ、ひいては衝突が起こっ

てしまうこともあります。２つ目として、投資する場所の知的財産権の状況を理解する必要があります。

広東省の知的財産権の状況をお話しているのは、日本の多くの企業が広東省に投資しているからです。

知的財産権の保護は現地の状況をよく見なければなりません。知的財産権の保護も現地社会の状況を反

映しているからです。現地の状況を理解しなければ、そこでの投資はなかなか行えないと思います。３

つ目として、状況によって外国企業に適合した保護スキームを構築し、保護の戦略を創らなければなり

ません。地域的格差もあり、国の間では制度の差もありますから、広東省現地の状況に合わせて、自己

の知的財産権の保護スキームを構築する必要があります。例えば、広州には現地資本と日本の本田技研

の間の合弁プロジェクトがあり、広州で製造されたホンダ車は中国で大変よく売れています。しかし、

社会が発展するにつれて商標の問題が出てきました。「広州本田」が他社に登録されてしまったのです。

日本では恐らく起こらない問題でしょうが、中国大陸の地域によってはこうした特殊な問題が出てきま

す。現地の状況によって機構および対策を立てなければなりません。また、私はかつて松下電工が広州

に投資したときの法律顧問をやったことがありますが、松下電工と広州万宝とが合弁した企業は、現地

で知的財産権の紛争がありました。コマーシャルに関する知的財産権の問題です。私も解決に携わり、

幸いに最終的に円満な解決を見ました。しかし、その中で問題として出てきたのは、日本での保護スキ

ームを中国に持ってきても適応できないことがあることです。やはり、現地の状況に応じて対策を立て

なければ駄目だということです。 
 もう１つの私の提言として、外国企業が投資する場合には、現地の知的財産権の保護の資源を効果的

に利用する必要があるがという点を申し上げます。そのような資源として①現地政府機関があります。

中国の知的財産権保護は「二軌道制」で行われており、その中でも行政は大変有利なルートになります。

そのような政府機関として、知的財産権局、工商局、版権局といったものがあります。また②民間の保

護機関があります。広東省や各地に知的財産権保護のための協会があります。これらの民間機関はさま

ざまな情報提供や調整を行ってくれます。さらに③知的所有権の研究機関があります。広東省では３つ

の大学に知的財産権学院が設置されています。私の知る限り、中国の大学で知的財産権学院を設立して

いるのは10校ぐらいだと思いますが、その中の３つが広東省にあるわけです。そこでは理論的な研究、
実務の新たな進展に関する情報などを提供してくれます。知的財産権の専門家である弁護士や専門の研

究者に依頼することもできます。詳しくは配布物に書かれていますので、私の報告は以上で終了します。

ご清聴ありがとうございました。 
 司会 裁判制度から広東省に投資するにあたっての心構えまで、幅広くお話し頂きました。李先生か

ら非常に大部な論文を頂いています。これもできれば私たちの紀要に載せていきたいと思いますので、

ご期待下さい。 
 
 
コメント 

                        渋谷 達紀（早稲田大学教授） 
 
 司会 北京の 3先生と、上海、広州からのご報告ということで、5名の学者及び裁判官の方から報告
をいただきました。分野も特許、商標、著作権、裁判官的な発想、広東省の特色といろいろにわたり、

それぞれ5人の先生に特色を持ったところをお話しいただきました。大変充実したプレゼンテーション
だったと思います。早稲田大学の渋谷先生はそれぞれの分野に一言も二言もありそうな、独占禁止法分

野の専門で、かつ商標分野の専門でもあります。ベルヌ条約等々にも通暁されていますので、最も相応

しいコメンテーターかと思い、本日来て頂きました。後ほどパネルディスカッションに加わっていただ

きますが、渋谷先生から簡単にコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。 



 渋谷 ご報告いただいた先生方、本日は大変有益なお話を頂戴し、ありがとうございました。コメン

テーターということで一言二言言わなければならないのですが、まず一言申し上げたいと思うのは、中

国と日本の知的財産法分野における共通性です。法律の内容や法律制度、法律の運用や解釈、すべての

点において大変類似しています。このことに驚いたわけです。中国も日本も同じ国際条約に加盟してい

ますから、両国の制度、法律、制度の運用、法解釈が類似しているのは当然と言えば当然ですが、その

他にも、知的財産関係の訴訟事件が増加しているとか、訴訟事件の内容や特徴がどのように変化してき

ているかといった点も、両国に共通点があると感じました。ただ、最後のご報告者がおっしゃったこと

に関連しますが、両国の裁判制度はどうしても異なります。裁判所で行う実務も、どうしても違ってく

るものです。その点はやむをえない。また中国は国土が非常に広いので、地方によって裁判所の実務が

少しずつ違っているのではないかと感じました。というわけで、実体法、法律の制度や法律の内容が共

通することは頷けるのですが、法律を運用していく制度面の相違が存在するのではないかと思いました。 
 しかし、制度面が異なるといって、それを中国の責任であるかのように言うのはとんでもない見当違

いの考え方です。われわれ日本人、あるいは日本企業は中国に投資をして中国で知的財産にかかわる製

品を製造販売していますので、日本の制度と中国の制度が違う場合、中国の裁判制度を少し手直しして

くれないか、というようなことを感じがちですが、これは一方的な感じ方であると思います。将来、あ

るいは現在既にそうかもしれませんが、中国の企業が日本で活動するときには、おそらく、日本の裁判

制度が中国と違っていて特殊だという感じ方をされると思います。ですから、制度面の違いはやむをえ

ないもので、その国に出て行く側の企業がその国の制度を知り、習熟するしかない問題ではないかと感

じたわけです。というようなことで、両国の制度や法律の共通点、相違点をいろいろ知ることができて、

大変有意義なご報告を賜ったと思います。 
 もう一つは、今日ご報告いただいた先生方は言うまでもなく大学教授であられます。言うなれば私の

同業者です。同業者として私が感じたこと、同業者としての感じ方を一つ付け加えさせていただくと、

学者の考えることは中国も日本もどちらもあまり変わらないということです。同じようなことを考えて

いらっしゃる。そこに一つの安心感のようなものを感じましたし、私が考えていることが、私自身の個

人的なとんでもない考えではないことを今日確認できて、安心感を得ました。皆さん方の報告を伺って

いると、日本の知的財産法関係の学会で、日本の学者が報告する内容と同じようなことをおっしゃって

います。私自身、日本の学会に出席して報告を聞いていると言ってもいいような感じを受けました。 
 今日ここにご出席の方々は、中国の知的財産法の現状を知りたい。主として、情報収集の関心を持っ

て出席されているのだろうと思います。学者の同業者としての私の個人的な感覚から言えば、繰り返し

になりますが、学者の考えることは中国も日本も変わらないなということでした。少し長くなりました

が、以上を私の感想と申しますかコメントと致します。 
 司会 ありがとうございました。だいぶ時間が押してしまいましたが、うしろは 20 時に終わりたい
と思っているので、19時55分までには終わらせたいと思います。今から10分間休憩時間を取って、パ
ネルディスカッションの時間を減らして1時間取りたいと思います。休憩の間に、皆さんにお配りした
質問書がありますので、質問書に記入された方は受付に提出して頂きたいいと思います。いい質問でし

たら、それを基にしてこれからパネルディスカッションをしていきたい。良くない質問でしたら没にし

ますので、心して質問を考えていただきたいと思います。それでは10分間、休憩します。 
（休憩） 

 
 
パネルディスカション 

テーマ「中国の知財紛争処理の動向とその展望」 
 
 司会 それではパネルディスカッションを始めたいと思いますので、皆さん、ご着席をお願いします。

4時から 3時間にわたってプレゼンテーションをお伺いしました。これから 1時間しか時間がありませ
ん。それぞれのパネリストの方々は話し足りなかったこともあろうかと思いますが、1時間で 1人 5分
しゃべっても25分かかってしまうということで、かなり厳しい状況になります。フロアからの質問は4



枚ほどいただいていますが、時間が余りましたらこれをいくつか取り上げたいと思います。取り上げら

れない場合は、ご容赦いただきたいと思います。 
 コメンテーターとして渋谷先生に加わっていただきます。それぞれのパネラーのプレゼンテーション

の間、ずっとメモを取りながら聞いておられたのを横で見ていましたので、まず渋谷先生にお一人ずつ

に5分程度で答えられるようなご質問をしていただき、それぞれの先生にプレゼンテーションの補充と
いう意味でやっていただければと思います。順序はアトランダムで結構ですので、渋谷先生にマイクを

お譲りしたいと思います。よろしくお願いします。 
 渋谷 それではそれぞれの先生方に一つ、二つ質問させていただき、その質問に答えるかたちで報告

し足りなかった事柄などをお答え願えればと思います。 
最初にご報告くださった清華大学の王兵先生ですが、中国の著作権法は著作物を例示しているだろう

と思います。例示外の著作物として、応用美術を著作権法に基づいて保護することは法律的にはなんら

問題がないことのように思います。その点をどうお考えになるかを、まず第１点としてお尋ねします。 
 第2点は、仮に中国で応用美術を著作権法に基づいて保護しないとすると、ベルヌ条約の他の加盟国
では著作権法による保護を受けることができず、その国に意匠法があるなら意匠法に基づいて保護され

ることになります。意匠法はたいていの場合登録主義を取っていますから、中国の企業は他の同盟国に

おいて意匠登録を経ていないと保護を受けられないことになります。ということで、中国で応用美術を

著作権法に基づいて保護しないと、中国の会社が他のベルヌ条約加盟国において不利な立場に置かれる

ことになります。ですから中国としては、応用美術は著作権法に基づいて保護するという解釈を取るの

が有利だろうと思います。これは日本にとっても同じことですが、この点をどうお考えになるか。以上

二点をお尋ねしたいと思います。 
 王 通訳が正確ならば、中国は将来において応用美術作品を保護するよう著作権法を改正するかとい

うご質問だと思います。2 点目のご質問は現在、外国の応用美術作品が中国において保護されるかだと
思います。2 点目の質問は、先ほど申し上げました通り、中国の著作権法は応用美術を著作権保護の範
囲に入れていません。しかし、国務院は公布した｢国際著作権条約実施に関する規定｣、およびベルヌ条

約の規定により、中国はベルヌ条約の加盟国として、同条約第2条第7項に定められる義務を履行しな
ければなりません。加えて、中国の民事訴訟法の中に、中国が加盟する国際条約の履行義務が規定され

ています。中国が加盟する国際条約と国内法との間に矛盾が生じた場合につき、国際条約の中に規定が

ある場合にはこれを履行しなければなりません。国際条約に規定がなければ、国際的な慣例に基づいて

中国の国際的な義務を果たすとなっています。 
 そのような枠組みの下で、個人的に思うには、外国の応用美術作品は中国で保護を受けることができ

ます。レゴの例は、それをよく証明しています。北京中級法院の裁判官は、法律的な根拠に基づいて適

切に判断したと思います。この点については、中国国内の学者や実務家によって異なる見方はあるかも

しれませんが、私は法的根拠があったものと考えています。 
 従って、外国の応用美術作品は、中国において芸術作品として保護されているわけです。また、外国

の美術作品が中国で意匠登録をする、あるいは実用新案登録をするのであれば、特許法に基づいて保護

されます。ベルヌ条約もその点について規定していて、もともと本国において実用新案や意匠で保護さ

れていて、保護を求める国に意匠に関する法律があれば、意匠として保護されます。もしそれがなけれ

ば、芸術作品として保護されます。このことははっきりしておりまして、現在の問題は、中国の著作権

法の保護対象として応用美術作品を規定していないわけです。これは中国国内にもいろいろな意見があ

りますが、主たる見方はそういう状況だということです。2001年に修正された著作権法は、当時の立法
者の思想的な考え方では、応用美術作品は具体的な運用にあたり複雑に過ぎるということで、とりあえ

ず棚上げするというやり方をしたわけです。 
 今のところ個人的に思うには、中国の著作権法は応用美術作品を保護対象には入れていません。それ

による問題は、中国がベルヌ条約の義務を果たすために、外国の応用美術作品を著作権法上保護する他

方で、中国人の応用美術作品は中国著作権法の保護対象にはならない、ということです。ただ、意匠や

実用新案の登録をすることで保護を受けられます。しかし、意匠あるいは実用新案による保護は、それ

らの保護要件を満たす一部のものしか保護されません。それらによって保護されないものが、著作権法



の規定がすべてカバーしているわけではありません。また、著作権法とは、権利を得る手続的要件等が

違いますし、著作権法は自動的に権利が発生し、保護期間が意匠や実用新案より長期間であることなど

様々な違いがあります。 
そういう状況の下で、先ほど申し上げたとおり、この問題では中国での内国民待遇は、外国の応用美

術作品と国内の作品の間で実際には違いを生じさせています。国内の作品は保護されないが、外国の作

品は保護されるという超内国民待遇になっています。これをどう解決するかというと、いまのご提案の

とおり、最終的には中国が著作権法を改正し、応用美術作品を著作権法の保護範囲に入れることだろう

と思います。そうなると、中国人の応用美術作品も著作権法の保護を得られますし、外国の国民の中国

における応用美術作品も同じような保護を受けることができます。それによって、本当の意味での内国

民待遇が実現するのです。ただ、それにはまだ多くの仕事が必要です。特に立法関係、司法関係でいろ

いろな仕事が必要です。特に立法関係の様々な説得工作が必要で、そのためには、研究が多くなされ有

力な論文が発表されることが必要です。つまりプロセスが必要だということです。以上です。 
 司会 渋谷先生にも持論がおありですから、ここで論争を始めると延々と続くのではないでしょうか。

渋谷先生がおっしゃりたいことは私には重々分かっています。日本では応用美術を著作権法で保護する

条文はありません。美術工芸品に関する条文しかないわけです。けれども、渋谷先生は「その他の著作

物」の中に応用美術を含ませて解釈すれば良く、単なる解釈論の問題で立法論の問題ではないというお

立場で、中国もそのような立場をとれば内国民待遇の問題もカバーされるではないかというご提言です。

渋谷先生がそれをさらにおっしゃりたいことは重々わかるのですが、時間もありませんし、問題点がピ

ックアップされたという意味では大事なことだと思います。 
 王 中国の学者にもそういう考え方があります。 
 司会 学者同士は同じことを考えるという、渋谷先生のご説のとおりだと思いました。渋谷先生、よ

ろしいですか。 
 渋谷 大変ありがとうございました。2 番目に報告された郭先生は、商標の問題を報告されました。
大変興味深い報告をお聞きしました。その中でもう少し説明していただきたいと思った点が一つありま

す。何かというと、著名商標の認定という問題です。中国の商標法の第14条の規定によれば、著名商標
の認定には非常に厳格な条件と手続が規定されています。商標権の侵害事件を扱う裁判所が著名商標の

認定をするのでしょうか。そのあたり、理解できなかったものですから、補足説明をしていただければ

と思います。 
 郭 渋谷先生、ありがとうございます。著名商標の認定に関しては、相当長い期間にわたり、中国大

陸では、著名商標が一種の栄誉称号という誤解が存在しています。しかし、各国の商標法の実施過程を

考察しますと、著名商標の認定が具体的な事案においてなされるものであることが分かりました。、例え

ばアメリカではwell known markと言われています。ある案件で商標が著名かどうかは、いかに商標の権
利侵害を処理するかにかかわる問題です。栄誉称号といった問題ではないのです。商標に係わる営業上

の名誉はその使用中で蓄積されたもので、この時期にこの企業は大変有名で、製品の質もサービスも大

変すばらしいから、消費者の中で、この商標はすごく高い信用を獲得している。でも、もしかしたら数

年後、企業の経営があまりよくなくて、商標の認知度が下がってしまうかもしれません。つまり、これ

は動的なものなのです。 
 著名商標の認定は、かかる事案の具体的な状況に基づいて行われなければなりません。もし一般的に

著名商標を栄誉として認定するのであれば、私たちが商標トラブルを解決する問題ではなくなってきま

す。中国の現在の著名商標の認定は、ずっと曲がり角を曲がってきています。かつて国家工商行政管理

局が出した著名商標保護と管理に関する暫定方法がありますが、1990年代末にはもともとの暫定方法を
改定して新たに公布しています。 
 この二つの方法はどう違うかといいますと、旧方法は、具体的な案件について著名商標を認定するの

ではありません。その結果、著名商標はある意味で一種の栄冠となります。企業は著名商標の認定を受

けて、コマーシャルで「中国の著名商標です」と使うことが多かったです。。この状況があったために、

外国企業が中国に入ってきたあとは郷に入っては郷に従えで著名商標の認定を受けたくなります。たと

えば日本のダイキンという会社がありますが、私はその担当者に直接会って、今はもうこういう状況で



はない、と説明したこともあります。かつて行政部門が一度に複数の著名商標を認定することは何回も

ありました。しかし、1990年代の末、国家工商行政管理総局が暫定方法を改定し、一度に複数の認定を
するのを変えて、具体的な案件に必要がある場合にのみ著名商標の認定を行うようになりました。 
 国家工商行政管理総局の手続きは官僚的で大変遅いです。すべての認定は最終的に局長の認可が必要

ですから、ある程度まとめて一度に複数のものを局長に送ることになっています。ただ、具体的な業務

は、具体的な案件ごとにやるように変わり、すなわち商標が著名かどうかを個別に認定するようになり

ました。この案件で著名商標と認定されたものは、案件が変わったら必ずしも認定されるわけではあり

ません。確かに名声が高いものですが、著名商標はもう称号ではなく、具体的な案件を解決するための

手段というものになりました。すなわち必要なときにだけ著名商標の認定が行われるようになりました。 
 渋谷先生のご質問のもう一つの意味は、中国では現在、裁判所がいかに著名商標を認定するかという

ことと思います。国家工商行政管理総局には著名商標の保護管理規程がありますが、そこに具体的な著

名商標認定の手続きプロセスが書いてあります。裁判所も同じで、審理する案件について、具体的な案

件において紛争を解決するには著名商標の認定が必要かどうかを検討し、必要に応じて認定をします。 
 先ほど言った二つの案件で、一つは台湾に誠品（チェンピン）という会社があります。台湾ではチェ

ンピン書店という有名な図書発行会社があります。「誠品」という漢字は台湾では非常に高い周知度を有

し、その会社のサービスもとてもいいです。しかし、中国大陸では同じ名前の不動産会社があって、そ

のウェブサイトのドメインで chengpin.com.cnと使っています。chengpinは中国語では「チェンピン」と
呼びます。原告は法院に対して、「誠品」を著名商標と認めるよう請求していました。もし著名商標であ

るならば、商標法第13条により、類似しない分野のもの、たとえば不動産分野で「誠品」と使うのも権
利侵害になります。法院は最終的に、「誠品」の商標は中国大陸では使用されていないとしました。台湾

ではとても有名な書店で私もよく知っていますが、中国大陸ではコマーシャルを出したことはないし、

実際に営業を展開したこともなければ販売ルートもまだ中国大陸には及んでいません。また、「誠品」の

漢字は言葉として意味があります。そのために、偶然別の不動産会社も、この二つの漢字を会社名にす

る可能性は十分にあります。被告が悪意を持ってこの名称を使用すること、つまり台湾で有名な「誠品」

にただ乗りしようとしたことを原告が証明できなければ、法院は裁判でこれを著名商標と認定すること

はありません。 
もう一つ別の案件で、華能（フアヌン）というグループがあります。フアヌングループは「華能」に

つき中国大陸で登録していますが、大変有名な大きな電力会社です。この分野でフアヌンと言えば、知

らない人はいません。客観的に見れば、手続き上認定すれば著名商標のレベルに達するものです。しか

し、紛争自体は、著名商標であることを認定しなくても解決可能な事件でした。商標権侵害の事案で、

原告は裁判所にこれが著名商標であることを認めるように求めましたが、裁判所はこれを認めませんで

した。なぜかというと、確かに著名ですが、その案件については認定する必要がないのです。現在、裁

判所だろうと行政部門だろうと、著名商標の認定に関しては、紛争解決のために必要なときだけ手続き

に則って行います。商標法第14条では、認定に必要な要素が定められています。たとえば周知性の程度、
商標を継続して使用している期間、広告宣伝及び販売の範囲がどのぐらいか、その商標がかつて冒用さ

れたことがあるとか、いろいろな要素を総合的に考慮しなければなりません。手続きは大変複雑です。

手続経済というところから、もし紛争解決に必要がなければ著名性を認定することはありません。 
以上のとおりですから、中国において、法院にしろ、行政部門にしろ、著名商標の認定に関しては具

体的な個別案件にのみ対して行います。それを超えて、一般的に栄誉称号としての認定を行うことは現

在ではありません。著名商標の認定の具体的な現状はこうなっています。お分かり頂けたでしょうか。

以上です。 
 司会 渋谷先生に質問したいのですが、当然日本では周知な商標か、著名な商標かは不登録要件なの

で、そのへんは個別案件ごとに判断されます。そのような個別案件ごとにあなたの著名商標がある、周

知商標がある。だから、これは拒絶されるという判断が企業にとって宣伝になるように使うということ

は日本ではあるのでしょうか。中国では過去に制度としてあり、今は個別案件ごととは言いつつも、お

墨付きをもらったということで誇りになることだというお話かもしれませんが、日本ではいかがでしょ

うか。 



 渋谷 実情はよく知りませんが、AIPPIあたりでは著名商標の一覧表みたいなものをつくっています。
それは著名商標を所有する企業の名誉のためというよりは、これは著名だからほかの企業が侵害するこ

とのないように注意しなさい。あるいは、これと似た商標を出願しても決して登録は受けられませんと

警告する意味合いの一覧表です。企業が、自分が持っている著名商標を宣伝に使うのは事実の問題です。

テレビコマーシャルをするときに、たとえばパナソニック、ソニーと一言、言えば自分の企業を宣伝し

ていることになる。事実の平面のレベルの問題だと思います。 
 司会 著名な商標ですよと認められると、事実の問題でもありますが企業にとってメリットになるこ

とがないわけではないのではないかと、私自身は思います。そのへんは中国も従前の制度がそのように

変わってきたということですので、日本も同じなのかなと私自身は思います。私がコメントする場では

ないのですが、一言、二言言いたくなるものですからすみません。では、渋谷先生お願いします。 
 渋谷 一言、二言言いたくなるのは会場の皆さん方も同じわけで、私だけが質問を続けるのは申し訳

ない気もします。できるだけ簡単に質問して、時間を余すようにしますので、しばらくご猶予ください。 
 次に、北京大学の張先生にお尋ねしたいことがあります。パテント・プールという言葉をお使いにな

っていますが、この中には一つの企業が自分で開発した発明についてたくさんの特許を得て、それを集

中して保有している状態を含めてパテント・プールという言葉をお使いになっているのか。それとも、

本来のパテント・プール、異なる企業が保有している特許権をたとえば買い集める。そして、多数の特

許を集中して権利を行使するという、本来のパテント・プールだけをお考えになっているのか。どちら

をおっしゃっているのかをまずお答えいただければと思います。確認です。 
 それと、これは質問ではありませんが、わが国でも特許と独占禁止法の適用関係は非常に大きな問題

として論じられています。それは主として学問の世界で論じられている問題で、実際に、公正取引委員

会が特許に関係する独禁法違反事件を摘発した事例は極めてわずかしかありません。そのわずかな事例

の中の一つが、パテント・プールに関係する事件でした。パチンコの器械に関する特許権ですが、それ

を他の企業から買い集めて、買い集めた企業が一つのグループの中心の会社になる。グループに入って

いないアウトサイダーに対してはライセンスの拒絶をして、アウトサイダーを競争から排除しよう。こ

れが独占禁止法に違反するという判決が一つあります。 
 そういう具合で、わが国の状況は実際には中国とあまり変わらないのです。問題は非常に大きいです

が、実際の事例があまりない状況です。これは日本の状況を付け加えただけですが、初めの質問はいか

がでしょうか。教えていただければと思います。 
 張（平） 渋谷先生、ご質問ありがとうございます。日本の状況についてのご紹介ありがとうござい

ました。私の講演の内容は、多くの企業が違った特許あるいはいくつかの国で持っている特許を一つの

プールに入れる。プールというのは共同で経営するということなので、特許の共同ライセンスというこ

との中で非常に際立ったものです。もちろん一つの企業がいくつかの特許を一括してライセンスをする

場合も排除されませんが、一つの企業の場合、危害はそれほど大きくないので、私がより注目している

のは、多くの権利者が違った特許、必須特許でパテント・プールを形成する場合のほうです。 
 先ほど渋谷先生は日本のことを紹介されましたが、独占禁止法があってしかも紛争があまり多くない

ということは、法律があることが警告になるからだと思います。経営で独占をしてはならないというこ

とを意識させていて法律の警告の意味が重大だと思います。中国ではこういう法律がなく紛争もそれほ

ど多くないのですが、多くの企業は市場から撤退しなければならないような状況に追い込まれています。 
 たとえば中国のDVD産業、自動車産業、日用化学品、デジタルテレビ、デジタルカメラ、携帯電話、
移動体通信などの産業ではそれほど紛争はないのですが、中国の企業は競争市場から撤退せざるをえな

い、あるいは撤退するようなところに追い込まれています。なぜかというと、そういう法律がなく警告

の力がない。どうしてよいかわからない企業が多く、そういう状況が生じているのです。日本ではそれ

ほど紛争がないとしても独占禁止法は大きな役割を果たしていると考えるので、中国も考えなければな

らないと思います。ありがとうございました。 
 渋谷 張先生の報告のほかのご説明はまことにそのとおりだと思ったので、質問は一つにさせていた

だきたいと思います。 
 次は、裁判官から見た中国知財紛争処理、張先生です。これはまったく同感です。わが国の場合は裁



判所の法律の解釈の問題になりますが、わが国の裁判所もご報告の内容とまったく同じような解釈を打

ち出していて、そのとおりだと思います。中国の場合は最高人民法院が特許紛争案件の問題に関する若

干の規定を起草されているそうですが、そこで均等論や包袋禁反言の法理、公知技術の抗弁の原則につ

いて明確に規定しようとされているところだと言われました。それも、すでに存在する解釈を、最高人

民法院の規定の中に取り込もうということだと受け取りました。特に、規定の中に新しいことを定めよ

うというわけではないのだろうと思います。これはぜひ張先生が規定策定に、学問の世界から、あるい

は学者の立場から貢献してくださることを期待しています。 
 司会 では、私が質問させていただきたいと思います。意匠と実用新案は無審査だと思いますが、そ

のものに対して無効の主張があった場合に、訴訟手続を中止するのが原則だと。しかし、被告対象物件

が公知技術である場合には公知技術の抗弁によって訴訟手続きを中止することなく請求を棄却すること

ができるというお話でした。それは、登録されている特許権の場合に別に無効審判請求が起こっていて

訴訟手続きを中止するかしないか、公知技術の抗弁が認められるか。そのへんはどうなっているでしょ

うか。お教えいただければと思います。 
 張（暁） 先ほどお話ししたのは意匠特許と実用新案特許に関する規定ですが、実は司法実務では発

明特許も同じです。つまり、すでに特許権を得ていて、被告が無効審査を求めたときに侵害訴訟の審理

の中止が必要かどうかということです。先ほど申し上げた最高法院の司法解釈は次のように規定してい

ます。もし被告が証拠を出してその技術又はデザインが公知技術又は公知デザインであることを証明し

たならば、裁判所は侵害訴訟の審理を止めなくていい。審理を続けて、公知なので侵害ではないという

判決を出すことができます。しかし、問題が生じます。権利は権利なので、しかも付与された権利です。

無効審査がなされていて、特許再審査委員会からはまだ結論を出されていない。たとえ特許再審査委員

会が決定をなしたとしても、これを不服として北京市第一中級人民法院に提訴することが可能です。中

級法院の判決に不服ならばさらに北京市高級人民法院に上訴できます。そこで何故、権利が無効という

宣告がなされていないときに、侵害ではないという判決を出してよいのか。これは、ドイツ、日本、中

国などの国では、特許権の有効性に対して審査を行う機関は専門な部門ですが、権利侵害に関する判断

を行うのは法院となり、分離していいますからであって、アメリカとは異なります。 
アメリカでは特許商標庁が権利を与えるわけで、侵害の判断のときに裁判所は同時に特許権が有効か

どうか判断できます。中国はそうではないから、侵害だと訴えられた被告が、証拠を出してその技術又

はデザインが確かに公知技術又は公知デザインであることを証明したにもかかわらず、再審査委員会の

手続およびその後の訴訟手続が完了することを待たなければならないということになります。そうなる

と、侵害でないという判決が出るまでは時間が非常に延びることになります。かかる特許権の付与は本

来ならば特許法が定める要件を満たしていないものであるのにです。 
私が知っている限りでは、日本では公知技術の抗弁の原則について長年にわたって検討を積み重ねて、

大きな改善をやり遂げました。2000年かと思いますが、日本最高裁第3小法廷が出した判決が大きな変
化を引き起こしたことと思います。私が知っているところでは、日本において、公知技術だけではなく、

特許の有効性についても一定の審査を裁判所がすることができます。明らかに特許を付与すべきでない

状況が存在する場合は、権利の濫用にあたり、侵害でないと判断されます。 
 中国は現在、公知技術の抗弁について、どのようなときは公知技術の抗弁にあたるか、公知技術の抗

弁は同一侵害についてのみ成立できるか、それとも均等侵害についてのみ成立できるか、それとも両方

とも成立できるか、および抗弁をする条件、つまり公知技術と完全に同一であるときにのみ、それとも

相当近いときにも、それとも先行の公知技術に比べて使用している技術には進歩性がなければ主張でき

るか、などに関して法律、司法解釈とも明確に規定していません。これらはとても具体的な問題点だと

思いますが、現在のところ、一致した見方はありません。まだまだ討論している段階です。 
 私個人の意見では、中国は国が大きいですから知財案件を扱う法院の数も多く、日本のやり方でやっ

たほうがいいかどうかを考えます。つまり、公知技術による抗弁だけではなく、新規性あるいは進歩性、

創造性の欠如も抗弁の理由となります。ひいては、日本のように、私が知っている限り日本では特許が

公開されていない、あるいはその他の特許権付与の実質的要件を満たしていないことをも、特許権がも

ともと付与すべきものではないとの主張の理由とすることができます。こうした権利をもって侵害を主



張するのが権利の濫用にあたりますから、侵害が存在しないという判決ができます。 
 もっとも、中国の法院はこうした判決を下すとすれば、その後の特許再審査委員会の結論との整合性

をなるべく配慮する必要があるかもしれません。法院が、新規性がないから侵害が存在しないとか判決

したが、特許再審査委員会は新規性があるとして同一特許が有効であるとの決定を出した、といった場

合に矛盾が生じるわけです。できるだけこういった状況を防ぐよう、私見としては、中国では次のやり

方でしたらどうかと思います。すなわち、侵害と訴えられた製品等、先行のものと比べて新規性がない、

あるいは明らかに進歩性がないと判断できれば、公知技術の抗弁が成立すると認めて、侵害が存在しな

いと判決することができます。その後の無効審査の手続が継続して行われたとしても大体、結果として

は一致するとなる、ということです。 
 もちろん、もし中国では知財案件を扱う統一的な法院を設置することができるとすれば、日本の経験

を導入するがいいと思います。つまり、認定の条件をより緩くし、新規性、進歩性の欠如だけでなく、

不公開など、特許権付与の条件に明らかに適合しないことがあれば抗弁の理由とすることは許します。

但し現在のところ、具体的に中国では以上のことについていかに細分化し、規定するかはこれから討論

していかなければならないことです、まだその途中です。 
 司会 まったく同じだと思います。学者も裁判官も、中国も日本も同じことで悩むのだなと思いまし

た。茶々を入れて申し訳ありません。渋谷先生、お願いします。 
 渋谷 最後になりますが、李先生にお尋ねします。李先生はたくさんの事柄を報告されたのでどこに

重点を置いて質問したらよいか迷うのですが、一つだけ、特にこの点をお聞きしておきたいと思ったこ

とは、損害賠償額の証明が非常に難しい。中国では法定賠償額を定めた規定があり、30万元以下の法定
賠償額を裁判所が認定し、認定額については少なすぎるという批判があるというご報告でした。日本の

知的財産法の場合、損害賠償額の推定をするという規定があります。中国には金額を推定する規定はな

いのかどうかということです。日本の場合は推定規定が裁判所でかなりよく使われています。特に近年

は推定規定を適用することによってかなり高額の損害賠償額が認定され、完全に満足しているかはわか

りませんが、知的財産権保有者がほぼ満足する状況が生まれつつあると思われます。その点を、一つお

尋ねしたいと思います。 
 李 ご質問ありがとうございます。法定賠償額は 50 万元以下です。すみません、訂正します。賠償
額の確定について、先ほど申し上げましたが、実際の計算方法の決定権は原告にあります。原告が侵害

行為の差止を請求するほか、既になされた侵害行為の結果について金銭による賠償を求める場合に、賠

償額がどれくらいになるかというと、中国の司法解釈と法律の規定により、原告はいくつかの計算方法

から選択できます。 
 一つ目は、権利侵害によって原告が被った直接の損害による算定です。例えば、侵害が行われたため

に市場シェアが減り、販売が減ったということで、市場のシェアで通常に販売をしていた状況からどれ

だけ減ったということかがわかります。これによって直接の損害を証明することができます。もちろん

これには問題があって、販売量が減った原因は侵害だけか否か、因果関係を証明しなければなりません。

また、製品のライフサイクルの問題があり、販売量が減ったのは必ずしも侵害があったからではないか

もしれないのです。複数の原因によってそうなったのかもしれない。販売量が減ったことだけを証拠に

損害賠償を請求する場合、法院はこれが権利侵害だけで起こったのか、あるいはほかの原因もあって減

ったのかを考えなければいけません。これが一つ目の方法です。 
 二つ目の計算の方法としては、被告が侵害によって得た利益です。例えば、模倣品の販売数量×単価

で計算します。しかし、実際には原告がこれを立証しなければなりません。原告の直接損失は、帳簿上

で販売がどれだけ減ったかは判ります。しかし、原告側が、侵害者がどれだけの利益を得ていたかを立

証するのは大変難しいことです。侵害品が出回っていることは分かりますが、これによって侵害者がど

のぐらいの利益が取得したかは原告としては分からないからです。裁判官が被告に侵害品の量又は侵害

によって得た利益の証明を要求しても、侵害者は立証を拒否します。これはもともと原告に立証責任が

ある事項ですから、侵害者は自己がこれを証明する必要がないと分かっています。また、侵害をしたと

訴えられた者の中には、侵害をしていないと思っていた人もいるわけです。 
ですから、以上二つの計算方法はいずれも立証面で大きな困難があります。そのため、裁判では原告



は法定賠償額に関して裁判官が自由に裁量するよう請求することが多いです。先ほど渋谷先生が推定と

いう問題をおっしゃったのですが、｢自由裁量｣と言っても決して何の根拠もないわけではありません。

ある一定の、客観的な考慮要素があって、それによって内心の決定をするわけです。例えば、既存の証

拠に加えて、当事者の生産規模、販売区域、商業的信用にもたらされた影響、侵害行為が起こる前後の

販売数のバランス・落差といったものを考慮要素にします。 
 広東省の状況を見ると、実用新案の特許侵害事件に関して法院が認定した法定額は、通常は低いもの

と思います。だいたい 3万元ぐらいに抑えています。低いと 1万元というものもあります。高くても 5
万元ぐらいで、だいたい3万元前後という幅です。この幅が適切かどうかはなかなか評価しにくい問題
ですが、法定の最高額は50万元なのに、3万元しか判決してもらわなかった権利者は非常に低額と感じ
ることが多いようです。しかし、賠償額の高低はやはり、各案件の具体的な状況によって判断しなけれ

ばならないと思います。以上です。 
 渋谷 被告が得た利益額を原告が証明しなければいけないということです。これは日本も同じですが、

日本の場合は権利侵害者が有している営業上の書類を提出するように裁判所に命令してもらえる制度が

あります。こういう制度があると、原告が被告の得た利益額を証明するのは比較的容易になります。被

告が持っている営業書類の提出命令の制度は、中国にはないのでしょうか。 
 李 お答えしたいと思います。被告がこういった営業上の文書、例えば税務の申告資料、工商局での

年度審査登記資料等を提出すべきであり、法院としてもその提出を命令することはできます。そういう

制度はあります。但し、現在の問題は、被告は往々にして提出を拒否するということにあります。現に、

書面の資料がもともときちんと整っていない中小企業は少なくありません。ない会社もあります。以上

です。 
 渋谷 もう一言だけ、お答えいただかなくてもいいのですが、日本の場合、被告が営業上の書類を提

出しないと、原告が主張しているとおりの額が損害賠償額として認定されてしまいます。 
 李 お答えしたいと思います。学者の中では、これは共通の問題があると思います。いま言われた問

題は立証責任の転換に係わると思います。証拠があって、権利侵害行為の存在が間違いなく確定された

場合に、問題は、それによって得た利益はどのぐらいかということになります。この場合、被告が提出

を拒否したら、原告の要求どおりに判決を出すべきだという学者もいます。その理由は被告があるべき

文書を持っているにもかかわらず提出を拒否したということです。かつてそういう判決が出たことがあ

りますが、その後の学者達の議論としては、これは具体的な立証責任にある、という話でした。すなわ

ち侵害に関し、理論的には裁判上の運用で立証責任が逆になってしまうものがあるのです。結果として

は、司法実務上、被告側が証拠を出さないと原告が主張したとおりの額が認められる、となるのはまだ

難しいかと思います。 
 張（平） これに関しては、私もお話ししたいと思います。あくまで学者としての立場からですが、

私は前の二人には完全には賛成できかねます。侵害は確かに認定されるけれども、損害の立証責任があ

る原告が損害額を証明できない場合、被告がその経理上・税務上の書類および経営の状況を開示するよ

う要求するとすれば、被告側の営業上の秘密が害されてしまう恐れがあります。香港、アメリカ、ヨー

ロッパ、そして日本でもこういう訴訟があったと思いますが、被告はすべての経営情報を提出しなけれ

ばいけないことになっています。これは合理的ではないと私が思います。被告にはこれを拒否する権利

があると思います。権利侵害を訴え、それを認定する場合には、自主的に、商業上のものを全部出せ、

というのは私権の保護という原則に反することになると思います。私個人の意見です。 
 張（暁） 私も法院の立場から申し上げたいことがあります。民事訴訟に関してですが、中国は2001
年に｢民事訴訟証拠規則｣が出されました。国家利益又は公共の利益に係わる場合でない限り、法院には

証拠を集める職権がありません。他方、損害額の算定は被告の所得により行う場合、関係の証拠は被告

が持っていると、原告の挙証には困難が生じます。どうやって挙証すればいいのかというと、関係の規

定がないことでもない。制度上はできるものと思います。いわゆる証拠保全という制度です。さらに、

商標法、特許法、著作権法のいずれも、2001年の改正後に訴訟前の証拠保全手続の規定が追加されまし
た。この制度はよく利用されれば、できると思います。また、先ほど張平先生がおっしゃったのはもっ

ともと思います。つまり、営業秘密の問題があります。こういった場合は、法院が措置を採って、その



営業秘密の守ってあげます。なお、次の問題点もあります。商標権侵害の場合は判断しやすいからとも

かくとして、特許の場合は難しいことが多い。例えば製品には特許権のある部品が含まれる場合、製品

全体に関する利益は会計事務所の監査によって分かりますが、その中に特許部品が占める比率がどのぐ

らいか、などの問題があります。証拠保全を行ったが、かかる会社の帳簿等が整っていないなどの問題

も実際に存在します。最後ですが、もし被告側がかかる証拠を所持していることは証拠によって証明さ

れたにもかかわらず、被告はその提出を拒否した場合、2001年の最高人民法院が民事訴訟証拠に関して
出した司法解釈の中に明確な規定がありますが、原告側の主張が成立することは推定される、というこ

とです。以上です。 
 司会 打ち切るのは忍びないのですが、早稲田大学財務省からただいま強硬なる通告が来ました。8
時で通訳は終わりにしてもらわないと困ると。財務省命令は絶対ですので、ここで通訳の仕事を終わら

せる必要があります。 
 ということで、本日は時間も4時間用意したのですが、やはりまだ足りなかったかなと思います。し
かしながら、中国を代表する5人の学者、裁判官の方に来ていただき、さらに渋谷先生にも加わってい
ただきまして、このような実りのあるシンポジウムができたことを大変誇りに思います。今日のパネリ

ストの皆さんに、どうぞ盛大な拍手をお願いします。 
 最後になりましたが、本プロジェクトを支援してもらっている特許庁技術調査課大学等支援室の月野

さんから、最後にご挨拶をいただきたいと思います。 
 月野 特許庁の月野と申します。本日は長時間にわたるセミナーに参加していただきまして、ありが

とうございます。私ども特許庁としても、最近の中国の特許出願の増加には非常に注目しています。技

術流出の問題から、日本の企業もこれから積極的に中国に特許出願を増加していく傾向にあります。JPO、
私ども日本特許庁としても、中国の知的財産権庁、SIPOさんと密接に協力関係を構築しつつある状況に
あります。具体的には日本の審査結果を英訳して、中国を始めとする韓国、アジア諸国、その他、三極、

米国、欧州に発信する。お互い適切な審査ができて、迅速な権利設定に資するような取り組みをすでに

開始したところです。実際の運用に関しては、中国の特許庁から審査官を JPOにお招きして、日本の審
査基準や審査のシステムに関してよく知っていただき、中国でも適切な権利設定をしていただけるよう

に協力しているところです。 
 また、権利のエンフォースメントは今日の正にメインテーマだったかと思いますが、紛争処理手続も

日本と中国では大変異なっているところが多いかと思います。制度調和を図るという観点もさることな

がら、まずお互いの制度の違いをしっかり認識したうえで、両国がお互いにうまく活用していくことが

大事です。このような趣旨の下、今年度早稲田大学の高林先生に中国を始めとする東アジアの紛争処理

手続、あるいは知的財産権全般の制度のあり方に関して研究をお願いしているところです。今日のセミ

ナーも非常に有意義な、中身の濃い、私自身、とても全部消化できないハイレベルな討議がなされたと

思います。 
 このような政府の取り組みは、もちろん産業界の方々を始め学界、法曹界を巻き込んで情報交換を図

っていく必要があります。今日のセミナーを始めとして、今後もいろいろな機会を通じて皆様方の知的

財産権に対する研究、理解、その運用がさらに進展していくことを期待して、私どもも同時に勉強して

いきたいとい思います。本日は中国から王先生、郭先生、張先生、大変お忙しいところを来ていただき

ましてありがとうございました。 
 司会 通訳は、時間がオーバーしたらここからはしないで結構です（笑）。あとは私が宣伝をさせて

いただきます。中国の先生方に、サービスで通訳して下さるのならお願いします。 
 私どもは特許庁のプロジェクトで東アジアの知的財産権紛争処理の実態調査も行いつつ、21世紀COE
のプロジェクトとして東アジア諸国の判例データベースの構築を進めています。このデータベースは中

国版について先ほどご紹介したとおり、まもなく300件近い判例が英訳されたうえで搭載されていくこ
とになりますので、期待していただきたいと思います。 
 今日の5人の先生方には、事前に非常に詳細な論文を出していただきました。これは日本語訳をすで
にしていますので、私たちが毎年4冊出している研究所の紀要に搭載していく予定です。この紀要は紙
ベースでも配られていますが無料です。早稲田大学21世紀COEのウェブページに登録していただくと、



ウェブから無料で見ることもできます。紙が欲しい人は紙が欲しいと大学、私たちのところにご通知い

ただければ、紙を送ることもできます。登録することで、ウェブで見ることもできます。 
 また、本日はレクシス社の協力を得ており、この模様は無料で全世界にレクシスのウェブページから

放映することにしています。ストリーミングで放映します。無料ですが、商業上の利用はご遠慮くださ

い。ということで、レクシスの宣伝という一環で行ってもらいます。中国語、日本語ともに無修正、全

部をやっていくことを私たちのプロジェクトはほかにも進めています。そこはレクシスの宣伝にもなり

ますが、早稲田大学の宣伝にもなります。学問のためにもなることですので、ぜひレクシスのウェブペ

ージにもアクセスしていただきたいと思います。 
 特許庁からの支援のプロジェクトでは中国とタイのアジアセミナーしかできませんでしたが、別に私

たちのプロジェクトとして来月、アジアセミナー韓国編も行います。これは別途、早稲田大学からの支

援をもらって行っていきます。これについては皆さんにビラを配っていると思いますが、今度は韓国の

裁判官等も参加して行っていきます。こちらも関心を持っていただきたいと思います。 
 このように早稲田大学はいろいろやっておりますので、皆さんもぜひ注目して参加していただければ

と思います。長くなりました。通訳はしていただいていたかはどうかわかりませんが。4時間 5分にな
ってしまいました。今日参加されている方々は、私が元裁判官であるという身分、学者であるという身

分から見て大変親しみのあるテーマでもあり、いま話題になる中国を十分に理解できるきっかけになっ

たのではないかと思います。もう一度、皆さんの拍手をいただきまして、この会を終了させていただき

たいと思います。 
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中国の商標に関する法制度の
概況

中国人民大学法学院

郭禾郭禾
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1.1.中国の商標に関する法体系

1.1. 法律：

1.2. 行政法規：

1.3. 司法解釋：

1.4. 部門規章：
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1.1.中国の商標に関する法体系

1.1. 法律：

• 商標法
• 民法通則
• 刑法
• 不正競争禁止法
• 薬品管理法、煙草専売法、個人独資企業
法などの行政法
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1.1.中国の商標に関する法体系

1.2. 行政法規：

• 商標法実施条例
• 特殊標章保護条例
• オリンピック標章保護条例
• 知識産権税関保護条例
• 印刷業管理条例、地図編製出版管理条例
など。
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1.1.中国の商標に関する法体系

1.3. 司法解釈：
• 人民法院の登録商標権に対する財産保実施に
関する解釈

• 訴訟前の登録商標専用権侵害行為の停止と証
拠保全に適用する法律問題に関する解釈

• 商標民事紛争案件の審理における法律適用の
若干問題に関する解釈

• コンピュータ・ネットワークのドメイン名に
関連する民事紛争案件の審理における法律適
用の若干問題に関する解釈
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1.1.中国の商標に関する法体系

1.3. 部門規則：

• 団体商標及び証明商標の登録と管理に関
する弁法

• 著名商標の認定と保護に関する弁法
• 商標審判規則
• 商標と企業名称における若干の問題を解
決することに関する意見
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2.2.中国の商標法の内容

2.1.中国商標法の設計枠組
• 商標登録については、自主登録の原則を採用している
が、例外あるいは特例として強制登録の原則が採用さ
れる場合がある。

• 商標出願については、先願主義を採用しているが、補
充するものとして先使用主義を採用する場合がある。

• 商標の使用については、登録使用と不登録使用を互い
に結びつけて実施しているが、通常は登録商標のみが
専用権を有している。
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2.2.中国の商標法の枠組み

2.2.中国商標法により保護される商標の種
類

• 文字商標、図形商標、立体商標、色彩の
組み合わせからなる商標；

• 商品商標、サービス商標；
• 団体商標、証明商標；
• 著名商標
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33、、中国商標法適用事案の選択と
分析

• 3.1.広州名人路皮業有限公司が、国家工商行政管理総
局商標局による商標移転許可を訴えた行政紛争事件

• 3.2.中国華能集団公司が、廊坊市華能建材有限公司を
商標権侵害と不当競争で訴えた紛争事案

• 3.3.誠品股分有限公司が、北京世博偉業房地産開発有
限公司を商標専用権侵害で訴えた紛争事案の判決

• 4.4.北京紅獅塗料有限公司が、北京紅獅京漆商貿有限
公司を商標権侵害で訴えたの紛争事案の判決
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ありがとうございますありがとうございます

•• Q & AQ & A



中国における特許保護の現状と
直面する課題

北京大学法学部 知的財産権学院

張 平

２００６年２月１７日 於 東京
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中国における特許保護の現状と
直面する課題

一．立法及び法改正

二．司法及び行政執行

三．市場主体的の特許戦略応用

四．国際競争への参入により直面する課
題
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一．立法及び改正

1985年4月1日施行
背景：改革開放、技術導入を主軸に、新たな創造に

より補完。

1993年1月1日 第１次改正

背景：米中知的財産権協議、貿易摩擦解消。

2001年7月1日 第２次改正

背景：WTO加盟、国内市場の開放、自由貿易。
現在、第３次改定作業中。

背景：国内経済成長のニーズ
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一. 立法及び法改正
特許法第3次改正における国内での検討課題
（一） 特許出願手続及び審査方式の最適化
1．特許出願及び特許審査における料金徴収の簡略化
2．発明と実用新案特許の交錯に関する問題
3．『特許法条約』への適応に関する問題
（二） 特許権付与における実質的な条件整備
1．新規性と進歩性の基準について
2．既存技術の定義と新規性の期限緩和について
3．特許を受けることができる主題の範囲について
4．生物遺伝資源の出所公開に関する問題
5．意匠特許に対する特許付与基準について
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一. 立法及び法改正
（三）特許権保護及び特許権侵害判定基準の整備
1．特許権効力に関する例外的状況
2．特許侵害判断に関する基準
3．間接侵害に関する問題
4．実用新案特許検索報告に関する問題
5．特許の行政執行に関する問題
6．特許または知的財産権に関する控訴裁判所の統一化に関す
る問題

（四）特許法におけるその他の関連規定の整備
1．特許権濫用防止に関する問題
2．特許出願権と特許権帰属に関する問題
3．外国へ譲渡される特許権に関する問題
4．国家による強制的基準と特許権の関連性に関する問題
5．無効宣告請求訴訟の手続の性質に関する問題
6．特許法及びその実施細則の体系に関する問題
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二．特許司法及び行政執行

1. 知的財産権専門審判法廷の設立

2. 特許審判の司法解釈
『特許紛争事件審理の法律適用問題に関

する最高人民法院の若干規定』 （2001年）

3. 知的財産権行政執行の強化
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三. 市場による主体的な特許戦略の応用

1、特許意識：大学、研究機関、企業
2、創造のための投入：人材、経費
3、制度運用：戦略的応用の欠如
4、有効な特許：海外の競合産業との差が歴然
5、法律サービス：情報プラットホーム、仲介サービス、
訴訟対応
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四、国際競争への参入により直面する課題

特許共同ライセンスにより惹起される競争性の脅威（パテント・プー
ルの脅威）

1、制度面：特許による独占を防止する制度の欠如
－－受身の特許立法がもたらした関連法律制度の欠陥
－－産業における新規創造のインフラ不足による特許の戦略的利用の欠乏
－－発展への悪影響

2、実務面：契約審査、協議戦略
－－技術導入の盲目性
－－企業に対する優秀な法律サービスの欠如
－－契約審査機関と制度
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特許保護の歴史的変遷

保護強化：
私権の保護強化
国家利益の強化
大企業の利益強化

独占の防止：
法的保証
行政審査
個別意識

発展国の反独占審査：厳格から緩和へ
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特許保護の国際環境

保護強化の国際的流れ

WIPOからWTOへ
TRIPs知的財産権保護に対する原則：

私権の承認

公共の利益の承認

ライセンスされた権利の濫用に反対

国家の発展に有利
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パテント・プールの発生

パテント・プール（patent pool)は特許制度の確立により形成された
大量のoverlapping patentsにより発生した。
特許付与件数の増加に伴い、1つの製品に多数の特許が付与さ
れることとなり、あらゆる技術分野、特に技術集約的な分野（例え
ばエレクトロニクス、通信、バイオ分野等）に多くの有効な特許が
付帯するようになり、これらの特許が「特許の藪」 （patent thicket）

を形成することとなった。

自らの競争力を高め、取引コストを削減し、特許訴訟を回避する
ため、企業は同業他社と間でクロス又は包括ライセンスなどによ
り特許使用権の相互取得を図ることが多く、これにより特許を共
同でライセンスしあう企業間連携組織――パテント・プールが形
成された。
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パテント・プールの発生

3G

3GPP-2

DVB

AVS DVD

MPEG-2，4
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パテント・プールの利点・欠点の分析

通信、コンピュータ、エレクトロニクス技術等、工業規
格が比較的容易に出される分野では、パテント・プー
ルの形式で産業発展に有利な特許の共同ライセンス
を行っている。
－－技術標準の実施を推進する
－－「特許の藪」問題を解決する
－－ライセンスの効率を向上させる
－－特許取引コストを削減する
－－特許侵害と訴訟を回避する
－－新たな創造を奨励する
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パテント・プールの利点・欠点の分析

パテント・プールは技術独占と競争制限を極めて容
易にもたらす。
－－必要な特許が不明確
－－価格が限定
－－一括方式のライセンス料は不合理
－－ライセンス料の算出方法が非常に欺瞞的
－－譲渡条項が不公平
－－紛争の管轄が不平等
－－紛争解決のコストが嵩む
－－その他、不合理な条項
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パテント・プールの利点・欠点の分析

主なもの；

不意打ち条項、一方による単独売戻条項、一括ライセンス、指
定技術の出所、入荷と販売ルートの指定、商品の抱き合わせ
販売、非競争条項、生産量・品質及び価格制限条項、取引先と
地域の制限、期限満了後の使用制限、自動延期条項等。

特許権者が知的財産権の「合法的独占性」を利用して市場
上での優位を占め、新たな競合者の市場参入を排除すれば、
最終的には消費者の利益を損なうため、独占禁止法に関わる
重要ポイントとなっている。発展国においても途上国においても、
独占禁止法による制限的な条項により積極的なコントロールを
進めるべきである。
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パテント・プールの法的規制と合理的利用
国際ルールの構築：

WTO/TRIPsの枠組みで特許独占禁止のルールを構築
すべき
パテント・プールは利用する国の独占禁止法の規定を満
たすべき
パテント・プール構築が市場における制限または競合の
排除を招いてはならない
パテント・プールは、標準の潜在的ライセンシーによるイ
ノベーションに対する積極性を阻害し得ないこと
パテント・プール構築は標準の潜在的ライセンシーが単
独で特許権者からライセンスを取得することを妨げない
国際市場におけるパテント・プールの応用には合理的な
審査と紛争解決メカニズムが必要である
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パテント・プールの法的規制と合理的利用

特許権者の自己規制

パテント・プール構築に関する基本原則の制定

－－特許の評価と公表が必要

－－同種の特許の明示と適用地域

－－ライセンス費用には必要な特許数と地域的影響
を考慮する

－－RAND 規定の具体的解釈
－－紛争の管轄に関する合理的規定

－－パテント・プールの技術の利用者の利益に対す
る十分な考慮
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共に特許保護という「緑」の道を築こう



広東省企業知的所有権広東省企業知的所有権
及び及び

知的所有権知的所有権のの裁判裁判

李正李正华华 （（法学博士法学博士））

中山大学法学部中山大学法学部



広東省企業知的所有権広東省企業知的所有権
及び及び

知的所有権の裁判知的所有権の裁判

•• 1. 1. 数字から広東省を数字から広東省を了解了解するする

••2. 2. 新新しいしい情勢における情勢における知的知的財産財産
事件事件をを審理審理するする問題問題

••3. 3. 外資導入際の知的所有権の保外資導入際の知的所有権の保
護対策護対策



広東省広東省はは

中国の南に中国の南に位置する位置する
陸地面積陸地面積：：17.817.8万平方万平方キロキロ

海岸線の長さ海岸線の長さ：：3368 3368 キロキロ

省の首府省の首府：：広州市広州市

住民人数住民人数：：77837783万万（（中国第３中国第３））

日本との友好関係日本との友好関係

広東省広東省̶̶̶̶兵庫県兵庫県（（19831983））

広州市広州市̶̶̶̶福岡市福岡市（（19791979））

仏仏山市山市̶̶̶̶伊丹市伊丹市（（19851985））

中山市中山市̶̶̶̶守口市守口市（（19881988））

汕头市汕头市̶̶̶̶岸和田市岸和田市（（19901990））

深圳市深圳市̶̶̶̶筑波市筑波市（（20042004））

珠海市珠海市̶̶̶̶熱海熱海市市（（20042004））



友好関係友好関係
広東広東省省̶̶兵庫県兵庫県（（19831983））

広州広州市市̶̶̶̶福岡福岡市（市（19791979））

佛山市佛山市̶̶̶̶伊丹市（伊丹市（19851985））

中山市中山市̶̶̶̶守口市（守口市（19881988））

汕头市汕头市̶̶̶̶岸和田市岸和田市（（19901990））

深圳市深圳市̶̶̶̶筑波市（筑波市（20042004））

珠海市珠海市̶̶̶̶熱熱海市（海市（20042004））

広東省の地図広東省の地図



•• 1. 1. 数字から数字から 広東省広東省をを 了解了解するする

••（（11））経済上経済上（（経済大省経済大省））

•• GDPGDPはは中国大中国大陸陸のの 1/91/9

••地方財政収入は中国地方財政収入は中国のの 1/71/7

••最も発達県最も発達県((市市))はは 2/102/10

••輸出入貿易総額の輸出入貿易総額の 1/31/3

••外外資導入集計資導入集計のの 1/41/4
•• 外資企業外資企業はは1010万万軒軒以上以上（日本（日本のの豊田豊田、、本田本田、松、松
下、下、SonySony、、CanonCanonなどなどの大手企業の大手企業があがあるる））



•• （（22））知的所有権知的所有権の方面の方面（（知的所有権知的所有権大省）大省）

•• 特許特許、、実用新案実用新案、、創案創案 のの作成作成とと登録数登録数はは約約中国の中国の 15%15%
•• 商標商標のの登録数登録数はは 中国中国全国全国のの 1/81/8

（上（上記記 1010年続けざまに年続けざまに 全国で全国で 一番一番多い多い））

•• 知的所有権事件の審理知的所有権事件の審理数数は中国全国のは中国全国の 1/41/4
•• 知的所有権事件知的所有権事件のの管轄権管轄権があるがある中級裁判所は中級裁判所は 5/515/51

•• 知的所有権事件知的所有権事件のの管轄権管轄権があるがある下部裁判所は下部裁判所は 8/148/14

（上（上記記 中国中国でで 一番）一番）

•• 広東省広東省はは知的所有権知的所有権とと知的所有権の知的所有権の审理数审理数がが
全国全国でで 一番一番多い多い。。
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2. 2. 新新しいしい情勢情勢ににおける知的財おける知的財
産事件の産事件の审理审理問題問題

•• （（11））事件事件のの数量数量とと種類種類のの変化変化
数量：数量：どんどんどんどん 多多くなってきたくなってきた（裁判官の人数が足りなく、

裁判時間が延长される）
種類種類：：単一単一のの商標侵害商標侵害からから インターネットインターネット までまで多様化多様化

•• （（22））保護方式保護方式
行政処分行政処分、、民事裁判民事裁判、、刑事裁判刑事裁判（繋ぎ合わせにくいか？）

•• （（33））裁判所の管轄権裁判所の管轄権
現在現在：：知的所有権裁判知的所有権裁判庭庭（一部の中级と下部裁判所が“三審分離”）
将来将来：：“三審合一”の知的の知的所有権裁判所所有権裁判所をを設立するか、設立するか、

知的所有権知的所有権のの専門専門裁判所を裁判所を設立するか。

广州中级裁判所
に未判決事件が
約900件ある

設立するか。



•• （（44））裁判裁判中の中の仲裁仲裁
20052005年、中国知的所有権裁判事件の中、仲裁によっ年、中国知的所有権裁判事件の中、仲裁によっ
て済んだて済んだ 事件は事件は 58.5%58.5%を占めるを占める。。広州中級裁判所広州中級裁判所
はは 「曖昧仲裁方式」「曖昧仲裁方式」をを創案した創案した。。

•• （（55））権利衝突権利衝突のの処理処理
最初最初とと最後最後のの権利、権利の濫用、不法競争権利、権利の濫用、不法競争。。

•• （（66））臨時対策臨時対策をを使用使用
税関で輸入禁止税関で輸入禁止；；行政留置行政留置；；即発侵害即発侵害（（imminent infringement imminent infringement ））のの禁禁
止止；；裁判プロセス裁判プロセスのの保全保全。。

•• （（77））賠償金額の規定賠償金額の規定
証拠証明証拠証明：：（原告の実際的な损失、被告が実際に得た利益、
特許料）。

法定賠償法定賠償：：（30万元以内）
実際実際：：証拠証拠不足不足の場合、賠償金額の場合、賠償金額がが33--55万万にするにする



33. . 外資導入際の外資導入際の知的所有知的所有権の権の
保護対策保護対策

•• （（11）中国の）中国の知的所有権知的所有権のの法律や政策法律や政策を了解を了解

今、今、中国中国知的所有権保護知的所有権保護の制度はの制度は既に既にTirpsTirps
の要求にの要求に達している。ただ保護方式、達している。ただ保護方式、事件事件
のの审理审理、管轄、プロセス、証拠の規定、管轄、プロセス、証拠の規定などなど
の面ではの面では日本日本とと区别が区别が存在する存在する。。

•• （（22））投資地の知的所有権投資地の知的所有権のの保護状況保護状況を了解を了解

当地当地のの知的知的所有権所有権のの保護状況保護状況はは、様々な問、様々な問
題題ををよく反映よく反映した。した。



•• （（33）知的）知的所有権の保護機構所有権の保護機構とと方策方策をを創立創立

知的知的所有権の保護法律所有権の保護法律はは地方なりである。地方なりである。
国家と地区国家と地区の相違に従って、知的所有権のの相違に従って、知的所有権の
保護機構保護機構とと方策方策もも一致しなくてもいい一致しなくてもいい。。

（“広州本田”の商標問題；松下のコマーシャル問題）

•• （（44））当地の知的所有権保護資源当地の知的所有権保護資源を利用を利用

当地の当地の政府機構政府機構（知的所有権局、工商局、出版権局）；

知的知的所有権所有権のの民間保護機構民間保護機構（知的所有権保護協
会）；

知的知的所有権所有権のの研究機構研究機構（大学の知的所有権学院、法学会）；

知的知的所有権所有権のの専門家専門家（教授、弁護士など）。



ありがとうありがとう ございますございます!!
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