
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。 


