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【1】中国知財ニュース
1．最高人民法院の過去2年間の知財判例の要約
2019年1月1日から、最高人民法院によって専門技術性が高い知的財産事件の控訴案件等が審理され
るようになりますが、これは今後の知的財産控訴裁判所の基盤作りにも役立つはずです。今回は、「最
高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」が
2016年に実施されて以来の、過去2年間の最高人民法院の判例を振り返りながら、最高人民法院の審
理に対する方針を少しでも把握していただければと思います。

1. 医薬品製造方法の特許権侵害紛争において、反証がない場合、被疑侵害薬品の、薬品監督管
理部門に届出られたプロセスが実際の製造プロセスであると推定する。
――礼来公司と常州華生製薬有限公司との特許権侵害紛争事件（2015）民三終字第１号――

概要
薬品製造方法の特許権侵害紛争において、反証がない場合、被疑侵害薬品の、薬品監督管理部門
に届出られたプロセスが実際の製造プロセスであると推定する。被疑侵害薬品の届出られたプロセス
が真実でないことを証明する証拠がある場合、被疑侵害薬品の技術的な出所、生産規程、パッチ生
産記録、届出文書等証拠を十分に審査し、法律に基づいて、被疑侵害薬品の実際の製造プロセスを
定めなければならない。
被疑侵害薬品の製造プロセス等の複雑な技術的事実に対しては、技術調査官、専門家補助人、司
法鑑定ならびに科学技術の専門家への問い合わせ等、複数の手段により総合的に究明して良い。

2. 被疑侵害技術案が特許権の保護範囲に入るか否かの判定については、権利者が主張したクレー
ムに記載されているすべての技術的特徴を審査しなければならない。
――礼来公司と常州華生製薬有限公司の特許権侵害紛争事件（2015）民三終字第１号――

概要
裁判所が、被疑侵害技術案が特許権の保護範囲に含まれるか否かを判定する際は、権利者が主
張したクレームに記載されている、すべての技術的特徴を審査しなければならない。被疑侵害技術案
が、クレームに記載されているすべての技術的特徴と同一か、均等に該当する技術的特徴を含む場
合、裁判所は、それらの技術案がすべて特許権の保護範囲に含まれると認定すべきである。被疑侵
害技術案の技術的特徴を、クレームに記載されているすべての技術的特徴と比較した際に、クレーム
に記載されている1つ以上の技術的特徴が欠如しているか、あるいは１つ以上の技術的特徴が同一
でも均等でもない場合、裁判所はそれらの技術案は特許権の保護範囲に含まれないと認定すべきで
ある。

3. マーカッシュ形式クレームの性質と無効審判における補正方法と進歩性の判断方法
――専利復審委員会と北京万生薬業有限責任公司、第一三共株式会社の特許無効審判行政事件
（2016）最高法行再41号――

概要
マーカッシュ形式で記載された化合物クレームは、多数の化合物の集合ではなく、包括的な技術案
として理解しなければならい。
マーカッシュ形式クレームで許されている補正の原則は、補正によって、新しい性能や用途を生み出
すような１つまたは複数の化合物であってはならないが、個別の事例の要素ごとに十分に考慮する必
要がある。
マーカッシュ形式で記載された化合物クレームの進歩性の判断については、進歩性判断の基本的
な方法である、専利審査指南に規定される「三段階法」に従うべきである。予測できない技術的効果
は進歩性判断の補助的な要素であり、通常は、「三段階法」を超え予測できない技術的効果をもって
特許発明が進歩性を有するか否かを判断すべきではない。

4. 中国語/外国語商標が類似を構成しているか否かを判断する際は、両者が安定した対応関係を形
成しているかどうかも考慮しなければならない。
――シャトー・ラフィット・ロートシルトと商標評審委員会、南京金色希望酒業有限公司の商標行政紛
争事件（2016）最高法行再34号――

概要
中国語商標と外国語商標が類似を構成しているか否かを判断する際は、商標の構成要素と全体的
な類似レベル、関連商標の顕著性や知名度、使用される商品の関連性だけでなく、両者が安定した
対応関係を形成しているかどうかも考慮しなければならない。

5. 当事者が、商標標章が著作権法で保護された作品を構成したとして、係争商標が先の著作権を
侵害していると主張した場合、関連証拠を総合的に考慮し認定する必要がある。
――傑傑有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会、第三者金華市百姿化粧品有限公司
の商標異議申立不服審判行政紛争事件（2017）最高法行再35号――

概要
当事者が商標標章が著作権法で保護された作品を構成したとして、係争商標が先の著作権を侵害
していると主張した場合、関連証拠を総合的に考慮し認定する必要がある。著作権の登録日が、係
争商標の出願日時よりも遅い場合、係争商標の出願日前の商標登録証、商標標章のホームページ、
新聞内容、製品実物等を含む証拠を踏まえ、商標標章の形成が係争商標の出願日よりも前であると
いう事実を確認することができる。商標登録証だけでは、先の著作権を証明できない場合は、全体的
な証拠を総合的に考慮し、関連証拠を相互に検証し、一連の証拠チェーンを形成している場合には、
当事者が先の著作権を有していることを認めることができる。

6. 商標の国際登録出願人は合理的な補正機会を得るべきである
――パフュームクリスチャンディオールと商標評審委員会の商標拒絶査定不服審判行政紛争事件
（2018）最高法行再26号――

概要
商標の国際登録出願人は、「商標国際登録マドリド協定」、「商標国際登録に関するマドリド協定の
議定書」に基づき、国際商標登録出願に関する手続きならびに「中華人民共和国商標法実施条例」
第十三条に規定される声明および説明義務を完成させることで、出願手続きが整っていると見なされ
る。商標法実施条例に規定される、一部の図面等の方式的要件のみが欠けている場合、商標行政
機関は、国際公約義務を積極的に履行する精神に基づき、出願人に対し合理的な補正機会を与える
べきである。

7. 製品説明書が専利法上の公開出版物に該当するか否か
――蒂森克虜伯機場系統（中山）有限公司と中国国際海運集装箱（集団）股份有限公司、深セン中
集天達航空整備有限公司、広州市白雲国際機場股份有限公司の特許権侵害紛争事件（2016）最高
法民再179号――

概要
製品の操作や取扱についての説明書は、製品の販売ごとにユーザーに交付されており、ユーザー
や関係者には秘密保持の義務はなく、不特定の公衆が取得できるため、専利法上の公開出版物に
属する。ここに記載される技術案は、ユーザーに交付された時間を公開時間とする。

2．中国知財最新ニュース
「最高人民法院による知的財産権紛争の行為保全案件審理における法律適用問
題の若干問題に関する規定」が2019年1月1日に施行されます
「最高人民法院による知的財産権紛争の行為保全案件審理における法律適用問題の若干問題に関す
る規定」が、2018年11月26日の最高人民法院裁判委員会第1755回会議を通過し、2019年1月1日に施行
されます。
本規定は、知的財産権に係る紛争の行為保全案件を正確に審査し、当事者の合法的権益を有効的に
保護するために、『中華人民共和国民事訴訟法』、『中華人民共和国専利法』、『中華人民共和国商標法』、
『中華人民共和国著作権法』などの関連法律規定に基づき、裁判や実際の業務と結びつけ制定されたも
のです。
本規定は、全21条から成り、主に以下の4点の内容が含まれます。
一、申請主体、管轄裁判所、申請書ならびに記載事項、審理手続き、復議などの手続き上のルールに
ついて
二、行為保全の必要性の考慮要素、行為保全措置の効力期限等を含む実質的なルールについて
三、行為保全申請に過失があった際の認定、また誤った申請による損害賠償訴訟についての管轄、行
為保全措置の解除等について
四、同時に複数の異なる保全を申請した場合の対応、申請費用等その他問題について
「行為保全規定」は、最高人民法院が裁判実戦経験をきちんと統括し、行為保全制度を充実させ、知
的財産権の保護を強化する上での重要な措置です。当司法解釈の公布及び実施は、科学技術の革新、
文化の繁栄、誠実な経営及び正当な競争の促進にとって重要な役割を発揮するはずです。
規定原文はこちらから確認できます：http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-135341.html

出所：最高人民法院

第13回全人代常務委員会第7回会議が12月23日開幕、専利法改正議案も
全人代常務委員会委員長会議が12月14日に北京で開催され、第13回全人代常務委員会第7回会議
が12月23日～29日の期間で行われることが決定しました。今回の会議では、専利法改正案草案の議案
についても審議が行われる予定です。
出所：最高人民法院

最新の商標出願件数
2018年1月～10月までの中国商標出願件数は、601.7万件で前年同月比36.4％増、2018年10月までの
累計商標出願件数は3386万件、累計商標登録件数は2106.3万件に上りました。2018年1月～10月まで
の中国出願人によるマドプロ出願は4640件で、加盟国の中で暫定3位という結果になっています。
国家知識産権局の報告によると、商標登録審査期間は、11月時点で既に5ヵ月と28日に短縮されてお
り、2018年内に目標としていた、“登録審査期間を6か月以内に短縮する“という目標はすでに達成したと
いうことです。

出所：国家知識産権局

【2】気になるあの話題
中国企業PCT出願公開ランキング
近年、中国企業は特許の国際展開に力を入れており、WIPOの統計データによると、中国のPCT国際
出願は、2012年の1.8万件から2017年には4.8万件と毎年21.3％の割合で増加しています。2017年、中国
のPCT出願件数は日本を超え、米国に次ぐ世界第二位となっています。

WIPOが公開したデータに基づく2018年1月～10月までの中国企業のPCT出願公開ランキング
先日、中国知財産業媒体のIPRdailyとincoPatの共同研究センターによる「2018年中国企業PCT国際専
利出願」ランキングTOP100が発表されました。このデータは、2018年1月1日～2018年10月31日までの間
に、WIPOが公開したPCT国際専利出願データに基づき、中国企業のランキングを統計したものです。1位
はファーウェイ、2位はZTE、3位はBOE と続いています。以下で上位20位までを紹介します。
通信系企業が上位を占めて

2018年中国企業PCT出願公開ランキング
（2018年1月1日～10月31日）

いる中で、第6位にはドローンで
世界的シェアを占めるDJIがラ

1

華為技術有限公司 (HUAWEI)

4466件

2

中興通訊股份有限公司 （ZTE ）

1801件

3

京東方科技集団股份有限公司 (BOE)

1190件

4

広東欧珀移動有限公司 （OPPO）

781件

5

腾訊科技（深セン）有限公司 （Tencent）

545件

6

深セン市大疆創新科技有限公司（DJI）

517件

7

美的集団股份有限公司(MIDEA)

386件

8

深セン市華星光電技術有限公司（CSOT）

367件

9

武漢華星光電技術有限公司(CSOT)

335件

10

惠科股份有限公司(HKC)

233件

11

比亜迪股份有限公司(BYD)

224件

12

重慶恵科金渝光電科技有限公司(HKC
OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY)

214件

13

合肥鑫晟光電科技有限公司(HEFEI XINSHENG
OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY)

200件

14

深セン市柔宇科技有限公司（ROYOLE）

199件

15

宇龍計算機通信科技(深セン)有限公司（YULONG
COMPUTER）

192件

16

青島海爾洗衣机有限公司(HAIER WASHING
MACHINE)

191件

17

広州視源電子科技股份有限公司（CVTE）

190件

18

北京小米移動軟件有限公司(XIAOMI )

182件

下のIPRdailyの公式サイトより

19

珠海格力電器股份有限公司(GREE)

174件

確認することができます。

20

深セン市中興微電子技術有限公司（SANESHIPS）

159件

http://www.iprdaily.cn/article_2

ンクインしています。
DJIは2006年に設立された企
業で、本社はアジアのシリコン
バレーと言われる深センにあり
ます。現在民間用のドローン市
場で世界シェアの7割を占めて
いる超急成長企業です。日本
にも拠点があり、約130名の従
業員がいます。
第7位の美的集団は、中国を
代表する家電メーカーで、2016
年に東芝の白物家電事業を買
収 し ま し た 。 今 年 の Fortune
Grobal500 (世界中の企業を対
象とした総収益ランキング
TOP500) にもランクインしてお
り、全世界に約15万人の従業
員がいます。
100位までのランキングは、以

0296.html

出所:IPR daily

【3】中国にまつわるあれこれ
アジアのシリコンバレーと言われる深センの発展
中国広東省にある深セン市は、この数十年で飛躍的な発展を
遂げています。深セン経済特区が成立された1980年には、わず
か30万人ほどだった人口が、40年経った今では人口1200万人以
上の未来都市へと変貌し、アジアのシリコンバレーとも呼ばれる
ようになりました。中国企業だけではなく、アップルやマイクロソフ
トといった世界的超有名企業も深センに進出しています。
出所：shutterstock

発展のきっかけとなった経済特区指定
中国は1979年に、経済発展促進のために経済特区を設置しましたが、その一都市として1980年に経済
特区に指定されたのが深セン市でした。この経済特区の目的は、外国からの資本や技術を導入し、中国
側が労働力、土地、建物を提供して設立される合弁企業を積極的に誘致することで、輸出入関税の免除、
所得税の3年間据え置きなどが、優遇措置として講じられました。これにより深センは製品の下請け工業
団地として発展していきます。そして、世界の工場からの製造を引き受けるうちに、ノウハウが蓄積され、
そこにアレンジを加え、モノづくりのスタートアップの集積地へと変化していったのです。
現在、深センの「華強北路」という場所には、秋葉原の30倍以上の電脳街が広がっていて、ここに来れ
ば、ありとあらゆるハードウェア・ソフトウェアのリソースが手に入ります。また、小規模な製造下請け会社
が無数に存在することから、小ロットでスピーディーな製造が可能で、スタートアップ企業がモノづくりを行
うには最適な環境が整っているのです。
中国は、産業構造の転換と新たな成長を目的とし、「大衆創業、万衆創新」、「中国製造2025」、「イン
ターネット＋」などといった各種政策を打ち出しており、深セン政府は経済特区として、こうした政策に積
極的に取り組んでいます。規定を満たすスタートアップ企業などに対しては、税金や補助金、公共サービ
ス上での優遇を提供し、起業を目指す若者に対し起業支援や資金提供も行っています。
若者が集う街
上記のような理由から、深センには成功を夢見る起業家たちが次々と集まってきています。2016年に深
センに登録された新規企業数は38万社を超え、（日本の同年における新設法人は12万社）、企業数は合
計152万社以上にのぼっています。起業家たちの年齢層を見てみると、約40％は1980年代生まれで、約
20％は1990年代生まれです。深センの平均年齢自体も32歳と低く、（東京23区の平均年齢は44歳）、若
者の集う街となっていることがわかります。
Wechatを運営するテンセントも深センに本社を置く代表的な大手企業で、現在4万人ほどの社員がいま
すが、その平均年齢はなんと29歳です。また、世界最大手のドローンメーカーであるDJIも平均年齢は27
歳で、創設者でCEOのフランク・ワン氏も1980年生まれの38歳と若くして成功を収めています。
未来都市と言われる深センでは、街全体がキャッシュレス社会で、電子マネー決済や顔認証がすでに
浸透しています。自動運転バスやドローンによる宅配なども試験的な要素も含め実装されており、今後の
発展にも注目が必要です。新しいものを生み出す若者のエネルギーとともに、新しいものを柔軟に受け
入れ、変化を楽しむ深センの人々の文化があってこそ、深センは成長し続けられるのではないでしょうか。
参考：ダイヤモンドオン、深セン企業研究報告2016、
東京都の統計、wikipedia

【3】中国にまつわるあれこれ
日本で楽しめる本場中国の味
最近は日本でも、中国で人気の安くて美味しい「ファースト中華」店が増えてきました。今回はその中でも、
特に中国で認知度が高く人気のお店をご紹介したいと思います。
張亮麻辣烫（チョウリョウマーラータン）
麻辣烫とは、香辛料を効かせた辛いスープに好きな具材を入れて食べる春雨
スープで、上海や北京を中心に中国で広く親しまれている料理です。「張亮麻辣
烫」はその中でも特に人気のお店で、中国人なら一度は食べたことがある、とい
われるほどの知名度で、中国全土に4000店舗近くを展開しています。日本では、
東京の高田馬場や大阪の日本橋にお店を展開しています。
馬子禄 牛肉面（マーズルー牛肉麺）
中国で愛される本格派蘭州ラーメンのお店です。蘭州ラーメンとは中国西北
部の甘粛省蘭州が発祥の牛肉のスープに手打ち麺を入れたラーメンです。「馬
子禄 牛肉面」は、蘭州ラーメン店で、唯一中国政府から老舗ブランドとして認め
られたお店です。日本ではまだ、神保町にしか店舗はなく、中国で修業をした日
本人が経営をしています。
台湾や中国で大人気の本場タピオカミルクティー店も増えています
CoCo都可 世界に3000店舗以上を展開する、中国、台湾で大人気のタピオカミルクティー＆フレッシュ
ジュース専門店。渋谷、新宿、原宿などに店舗を展開しています。
ゴンチャ贡茶 日本に20店舗以上が次々とオープンしているティー専門店。様々なお茶が楽しめます。
春水堂 タピオカミルクティー発祥の店として人気を誇り、フードメニューもとても充実しています。
The Alley鹿角巷 2017年に日本に初上陸した鹿がトレードマークのティースタンド。手作りの特性タピオカ
が人気のお店です。
中国語では、分からない場合や違うときは、曖昧にはせずはっきりと否定す
る意思表示をします。相手に気を使いごまかすようなことせず、はっきりと意
思表示をすることも、コミュニケーションをとる上ではとても大事です。

「否定の表現」
を中国語で覚えましょう

わかりません./知りません

不知道 Bù zhī dào

ブー ヂー ダオ

（聞き取れなくて）わかりません

听不懂 Tīng bu dǒng

ティン ブー ドン

入りません/必要ありません

不要

ブー イャォ

結構です/大丈夫です

不用了 Bù yòng le

ブー ヨン ラ

違います

不是

Bù shì

ブーシー

ありません。

没有

Méi yǒu

メイ ヨウ

Bù yào

それではまた次号でお会いしましょう。下次再见！
当Newsletterに含まれる情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、特定の目的を前提とした利用、その他専門的なアドバイス等を行
うものではございません。IP案件に関するご相談は、個別に弁理士までお問合せください。
＜Newsletterに関するご意見やご質問がございましたら、下記までお問合せください。＞
こんなことを知りたい！等のご要望もお待ちしております。
北京品源知識産権代理有限公司 日本オフィス Tel: 03-5847-8242 / Email: Tokyo@boip.com.cn

