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CNIPA・最高裁判所、薬品専利紛争に対して関連規定を公表（Page2） 

薬品専利紛争に対して、最高裁判所は 2021 年 7 月 4 日に民事事件の適用法律について関連

規定を、CNIPA は 7 月 5 日に早期解決メカニズムの行政裁決弁法をそれぞれ公表した。 

 

CNIPA、知財業界の天下り行為と不正行為を規制（Page5） 

2021 年 7 月 5 日、CNIPA は代理業者と審査官の雇用関係、不正行為などを規制するために、

規制条例を作成し、7 月 9 日までパブコメを募集していた。 

 

最高裁判所、植物品種権に関わる紛争事件の適用法律について関連規定（二）を公表（Page7） 

2021 年 7 月 5 日、最高裁判所は、植物品種権の紛争事件を適切に審理するために、植物品

種権に関わる紛争事件の適用法律について関連規定（二）を公表し、同月 7 日から施行開始。 

 

ブリーフニュース（Page9） 

1．CNIPA、中国 2021 年上半期統計データを発表 

2．CNIPA、「中国知識産権保護法」の制定をスケジュールに取り上げる見込みか 

 

路浩ニュース：西安支所が開設できた（Page11） 

 近日、弊所は陝西省の西安市で支所を開設できまして、全国での第 7 拠点となる。 
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CNIPA・最高裁判所、薬品専利紛争に対して関連規定を公表 

2021 年 7 月 5 日、CNIPA は「薬品専利紛争の早期解決メカニズムの行政裁決弁法」を公表

し、同日に施行し始めた。また、正式な書類様式も CNIPA サイトにて掲載された。同弁法は、

2021 年 2 月から 3 月末までパブコメ募集を行われた。（詳細は弊所ニュースレター2021 年 2

月号をご参照ください） 

通常、専利権紛争の処理は司法ルートと行政ルートがある。CNIPA は、薬品発売の審査・

承認に関わる専利権紛争の処理を早期に解決できるように、この行政裁決弁法を制定し、薬品

専利権者の権利を保護する一方、ジェネリック医薬品の発売後の侵害リスクを減少する旨を示

している。 

前記のパブコメ稿と比べて、今回の正式公表版には、主に行政裁決請求の条件、請求人の資

格、不受理の該当条件などの内容について多少変更があった。以下は主要内容および注目点に

ついて簡単に紹介する。一方、同弁法公表の前日の 4 日に、最高裁判所も連動して、薬品専利

紛争に関する民事事件の適用法律について関連規定を公表したが、内容として本弁法の司法面

での対処方法になり、実質な変更がないので、ここで紹介を省略する。 

主要内容： 

●行政裁決請求の条件（第 4 条）：以下の条件に合う場合、行政裁決を請求することができる： 

(一) 請求人とは、専利法第 76 条にいう薬品発売許可の申請者および関連専利の専利権者又は利害関

係者を指す。そのうちの利害関係者とは、関連専利の被許諾者及び登記された薬品発売許可の取

得者を指す。 

(二) 明確な被請求人がいる。 

(三) 明確な請求事項と具体的な事実、理由がある。 

(四) 関連専利情報がすでに中国発売薬品専利情報登録プラットフォームに登録されており、かつ「薬

品専利紛争早期解決メカニズム実施弁法」の関連規定に適合する。 

(五) 裁判所はこれまで当該薬品専利紛争に対して立件していなかった。 
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(六) 行政裁決は薬品発売許可の申請者によって提起される場合、国家薬品評審機関より薬品発売許可

の申請を公開した日からの 45 日以内、専利権者又は利害関係者が当該薬品専利紛争に対して裁

判所に訴訟を提起したことがなく、又は行政裁決を請求したこともない。 

(七) 1 件の行政裁決請求は、1 件の販売許可申請の薬品の関連技術案が 1 件の専利権の請求の範囲に

落ちたか否かに限って確認する。 

●請求人の資格（第 5 条） 

専利権者又は利害関係者より、販売許可申請の薬品の関連技術案がある専利権の請求の範囲に落ちた

との確認を請求する場合は、薬品の販売許可申請者を被請求人にすべきである。 

専利権が共同所有である場合、すべての権利者によって請求すべきである。一部の共同権利者は明ら

かに関連権利を放棄する旨を表した場合を除く。 

薬品発売許可の所有者または独占実施許諾契約の被許諾者は自分の名義で請求することができる；専

利権者が請求しない場合は、排他的実施許諾契約の被許諾者が自分の名義で請求することができる。 

●行政裁決請求の不受理（第 10 条） 

(一) 請求書に請求人の氏名又は名称、連絡先等の基本情報が欠落しているか、又は専利権情報が欠落し

ている場合； 

(二) 被請求人が不明確である場合； 

(三) 請求人および被請求人の主体資格は本弁法の第 4、5、6 条の規定に合わない場合； 

(四) 係争専利が中国発売薬品専利情報登録プラットフォームに登録された専利主題種類に属さないか、

又は係争専利が第四類声明における専利と一致しない場合； 

(五) 係争専利に係る請求項が無効と宣告された場合； 

(六) 請求書には係争専利の請求項および具体的な裁決請求事項を明らかに記載していない場合； 

(七) 請求人は具体的な行政裁決の請求理由を明らかに説明しておらず、又は提出した証拠と合わせて請

求理由を説明していない場合； 

(八) 1 件の裁決請求は 1 件以上の販売許可申請薬品の関連技術案、又は 1 件以上の専利権に及ぶ場合； 

(九) 同一の薬品専利紛争が既に裁判所に立件された場合。 

●各種通知書の通知期間について、パブコメ時点の 3 営業日から 5 営業日に変更された。 
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注目点： 

●早期解決メカニズムでカバーできる薬品専利について 

 中国発売薬品専利情報登録プラットフォームにて次の薬品専利を登録できる：化学薬品

（API を除く）の薬物活性成分化合物特許、活性成分を含む薬物組成物特許、医療用途特許；

漢方薬の漢方薬組成物特許、漢方薬抽出物特許、医療用途特許；生物製品の活性成分の配列構

造特許、医療用途特許。関連する特許には、中間体、代謝産物、結晶形、調製方法、検出方法

などに関する特許は含まれていない。 

●専利声明の声明方法について 

 化学ジェネリック薬品の申請者、漢方薬と同名同処方の申請者、およびバイオシミラーの申

請者は、薬品販売承認の申請を提出する際に、中国薬品特許情報登録プラットフォームで公開

されている特許情報を照合し、対象となる先発薬に関連する薬品専利毎に声明をしなければな

らない。ジェネリック薬品の申請が受理されてから 10 営業日以内に、ジェネリック薬品の申

請者は、その声明および声明の控え書類を販売承認取得者に通知しなければならない。 

●販売承認審査の待期期間の起動について 

 専利権者または利害関係者が化学ジェネリック薬品の専利声明に異議を申立する場合、国家

薬品評価機関より公開された薬品販売承認申請の日からの 45 日以内に、技術案と請求の範囲

に関わる行政裁決を請求できる。 

専利権者または利害関係者は裁判所の立件日または裁決請求の受理日からの 15 日以内、そ

の通知書類の謄本を国家薬品評価機関に提出し、かつジェネリック薬品の申請者に通知する。 

国家薬品評価機関が上記の官庁通知を受け取った後に、9 か月の待期期間を設置できる。 

前記プラットフォームでの関連専利が無効されるすべきだとのジェネリック薬品の申請者

による声明に対して、専利権者または利害関係者は技術案と請求の範囲に関わる訴訟／行政裁

決を提起しない場合、待期期間を設置しないものとする。 

●中国薬品特許情報登録プラットフォームで登記していない専利は本弁法に適用できない。 

専利権者または利害関係者は期限までに訴訟／行政裁決を提起していない場合は待期期間を

設置しないものとする。 

リソース：CNIPA 原文：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_74_160566.html 

政策解釈：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_66_160521.html 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_74_160566.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_66_160521.html
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CNIPA、知財業界の天下り行為と不正行為を規制 

2021 年 7 月 5 日、CNIPA は、特許や商標の代理業界の市場秩序を維持し、公平で公正な市

場競争環境を整備し、代理業界の違法雇用や、代理業者と審査官が共謀して不正を行う行為な

どを厳しく取り締まるために、「専利、商標代理業界の違法雇用、審査・代理共謀など行為へ

の協働ガバナンス弁法」という規制条例を作成し、7 月 9 日までパブコメを募集していた。 

●協働ガバナンスとは、 

CNIPA 所属部門の知財運用促進司より、代理業と審査官との天下り行為や不正行為などに

対して、行為主体の代理機構や審査官をブラックリストに作成し、定期的にそのリストを公示

し、パブリックの監督を受け、官庁と代理業界とパブリックを連動して協働ガバナンスを行う

ことを指す。（第 2、3 条） 

●次の行為に該当する場合、ブラックリストに入れる（第 4 条）： 

1） 「公職の辞任者、定年退職者が専利・商標の代理機構に任職することに関する CNIPA

の規定」に従い、専利・商標代理機構は、CNIPA からの辞任者または定年退職者の違

法雇用行為を構成し、さらに当該行為の訂正を遅延または拒否した場合。 

2） 専利・商標代理機構および審査官は、審査と代理の共謀行為が存在し、贈収賄などの

ように、専利・商標審査の公平性および公正性に深刻な影響を与える行為によって、

不適切な利益を得た場合。 

3） ブラックリストに入れるべきその他の状況。 

●ブラックリスト者への規制措置（第 6、7 条）： 

CNIPA 関連部門：ブラックリスト入りの代理機構および代理人に対しては、CNIPA の関連部

門が各自の責務範囲内で、法律・規定に従って、以下の規制措置を実施するものとする： 

（1）重要な監督対象としてリストし、通知・承諾などの便利措置適用を制限する。 

（2）CNIPA 主催の各種プロジェクト、専門家の推薦、評価活動への参加を制限する。 

Topic-2 
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（3）前記行為と共に賄賂行為も存在した場合は、「商標法」第 68 条、「専利代理条例」第 25、

26 条に従って行政処罰・処分を施す。 

専利代理機構に対しては、その専利機構の代理資格許可、弁理士の資格証書を取り消し、 

商標代理機構に対しては、その代理業務の手続を受理しないものとし、 

犯罪容疑のある者に対しては、刑事責任を追及するものとする。 

代理業界協会：ブラックリスト入りの会員に対しては、警告、内部の批判または公開の糾弾を

すると同時に、業界団体が主催する評価活動、訴訟代理人の推薦、サービス機関の推薦への参

加を制限し、および業界団体の内部管理への参加を制限する、などの措置を施すものとする。 

●ブラックリストの設定と解除（第 8 条）： 

専利・商標機構および代理人が本弁法の規定に違反したことによって、ブラックリストに載

せられる期間については、通常 12 ヵ月とする。 リスト入りから 6 ヵ月以上を経て、かつ違反

行為を是正し、法に即して経営をするようと保障できる者に対して、知財運用促進司はその機

構／代理人をブラックリストから削除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リソース：CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/5/art_75_160514.html 
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最高裁判所、植物品種権に関わる紛争事件の適用法律について関連規定（二）を公表 

2021 年 7 月 5 日、最高裁判所は、近年に行われた民法典、種子法などの法改正および実際

な審判事例の経験を踏まえ、植物品種権の紛争事件を適切に審理するために、植物品種権に関

わる紛争事件の適用法律について関連規定（二）を公表し、同月 7 日から施行を開始した。2007

年の規定（一）が公表されてから 10 年以上過ぎた。以下は主要内容について簡単に紹介する。 

共同権利者の権利行使（第 1 条）： 

 品種権／出願権の共同権利者の間で、権利の行使について： 

合意した場合は、裁判所はその合意内容に従って処理する。合意がない場合、または

合意が不明確である場合は、共同権利者が単独で権利を実施することができる、または

他者に通常ライセンスを許諾することもできる。 

権利の確定（第 2、4 条）： 

 品種権の譲渡は農業／林業部門での登記・公告を経たないと、譲受人として侵害訴訟を

提起しても、裁判所はそれを受理しない。 

 広告、展示などの方法で登録品種の繁殖材料を販売している旨を示している場合は、裁

判所はそれを販売行為として対処することができる。 

各種の侵害行為への処理（第 6～12 条）： 

 係争繁殖材料の名称が自分の登録品種と同一だと権利者は挙証証明できる場合、裁判所

は係争繁殖材料が登録品種に属していると推定できる。（侵害成立） 

侵害者から係争繁殖材料が登録品種に属しないと証明できる場合であっても、裁判所

はそれを品種権の模倣行為と認定し、商標の模倣行為への対処方法を参照して処理する。 

 侵害者は、他人による侵害行為の実施を知っており、又は知るべきであるにもかかわら

ず、買収、貯蔵、栽培を目的とした加工、関連証明書類などを提供した場合、民法典 1169

条によって「他人による侵害実施を協力する行為」に該当するものとする。 
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 被委託者又はライセンシーは、権利者と合意した規模・地域を超えて、繁殖材料を生産・

栽培・販売をした場合、侵害責任を負うものとする。 

 権利者又は代理店より繁殖材料を売った後でも、下記行為に該当すれば侵害行為になる。 

1）当該繁殖材料を生産・繁殖した後に得た繁殖材料を生産・繁殖・販売した 

2）生産・繁殖を目的とし、当該繁殖材料を保護範囲に入っていない国・地域へ輸出した 

 下記行為は科学研究活動に該当し、侵害にならない。 

1）登録品種に基づく新しい品種の育成 

2）登録品種に基づいて育成した新しい品種に対して、品種権の取得、審査、登記などの

手続をするために、再び登録品種の繁殖材料を利用した場合 

 農業者は農村土地請負経営契約書によって許可範囲内で繁殖材料を自家で栽培・利用す

る場合、侵害行為にならない。種子法に基づくその他の自家繁殖行為について、裁判所

は行為の目的、規模、経済的利益の有無などの要素を合わせて判断する。 

侵害賠償額の確定（第 13～19 条）： 

 販売されている繁殖材料が権利者に許諾されていないことを知らない、又は知る必要が

ないと販売者は挙証証明できれば、侵害賠償責任を負わないことが可能。 

 賠償額を算定するために、権利者が挙証責任を最善に尽くし、かつ帳簿などの侵害関連

資料が主に侵害者の手にある場合、裁判所は侵害者に関連資料を提供するようと命じる

ことができる。侵害者が関連資料を提供しない、又は虚偽の資料を提供した場合、裁判

所は、権利者による主張および証拠を参照して、賠償額を決定することができる。 

侵害行為の情状が深刻である場合、計算基準より 2 倍の懲罰的賠償額が適用可能。 

鑑定おとびテストについて（第 20～24 条）： 

 侵害紛争中に鑑定が必要となる場合、当事者は協議して、当該分野の専門家リストまた

は官庁の推薦リストから選ぶ。協議できない場合は裁判所の指定に従う。 

 当事者が鑑定書に異議があり、再鑑定・補充鑑定などを裁判所に請求することができる

が、合理的な理由と証拠がなければ、裁判所はその請求を引き受けない。 

 育成畑での現場テストと遺伝子分子標的などのテストとの結論が相違している場合、現

場テストの結論に従う。 

リソース：最高裁判所：規定（二）http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-312021.html 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-312021.html
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ブリーフニュース 

1．CNIPA、中国 2021 年上半期統計データを発表 

 2021 年 7 月 14 日、CNIPA は第三四半期の慣例記者会見を行い、2021 年上半期（6 月末まで）

の中国知財統計データを発表した。 

特許データ 

授権件数 結審案件 

特許 実用新案 意匠 不服審判 無効審判 

33.9 万件 132.7 万件 39.3 万件 2.84 万件 0.43 万件 

商標データ 

登録件数 異議の審査完了件数 無効・不服審判の審査完了件数 

372.4 万件 8.2 万件 18.8 万件 

審査周期 

発明特許の平均審査周期 19.4 ヶ月 

価値の高い発明特許の平均審査周期 13.4 ヶ月 

商標登録出願の平均審査周期 4 ヶ月以内 

外国からの出願 

 発明特許の授権件数 商標登録件数 

全体 5.4 万件（同期比で 30％増） 9.0 万件（同期比で 7.5％増） 

米国 同期比で 35％増 同期比で 8.9％増 

上記した外国出願のデータから見れば、中米関係の対立が炎上になりつつあるが、アメリカ

企業が膨大な中国市場を放棄しているわけではない。それどころか、貿易戦の騒ぎの中、中国

での知財権の配布が着実に増えていることは、中米経済関係が断ち切れずより緊密化になる可

能性が示されている。 

リソース：CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/col/col2711/index.html 
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2．CNIPA、「中国知識産権保護法」の制定をスケジュールに取り上げる見込みか 

 近日、CNIPA は第 1632 号人民代表の提案（議員提案に近い）に回答した際に、「中国知識

産権法」の制定を言及し、法制定の作業が既にスケジュールに取り上げられているようである。 

 同提案には、「早めに統一な知的財産権保護法を制定するよう」と人民代表が提案した。こ

れに対して、CNIPA は、「当局は既に 2009 年から知的財産権保護法の制定について理論研究

を始めており、現在、立法の可能性と必要性、および立法の基本内容に関して初歩的な成果を

取得した」、と回答した。 

 必要性については、知的財産権保護法の制定が知財権に関するガバナンスシステムおよびそ

のガバナンス能力を保障する手段の一つであり、民法典に合わせる関連法制定および組織改革

に応えるニーズの一つでもある、と述べた。 

 立法内容については、主に知財権の「保護強化」および「利用促進」を巡って、知財権保護

作業の全プロセスをカバーできるようにする、と示した。 

 CNIPA の回答を踏まえ、現在、知的財産権保護法の制定についてまだ理論研究の段階にと

どまっていることが分かった。草案を形成するまで直面する課題がまだたくさんあると考える。 

 まずは、専利法、商標法、著作権法などの現行知財関連法をいかに統合するかが課題になる

わけである。そして、法の制定に伴い、その後ろにある CNIPA、国家版権局（出版署）、実務

に関係ある市場監督管理局や薬品監督管理局などの機関の職能権限の設置も容易ではない。 

 次に、民事・行政・刑事各自の関連法の規定および法適用について如何に統合することも課

題の一つになる。 

 最後に、中国は既に知財分野での各種の国際条約を締結しており、近年、ハーグ条約の参加

も積極的に推進されている。そもそも国内法と国際条約との効力関係などの課題が存在してい

るなか、提案にある「統一な知的財産権保護法」を制定するために、作業量がよほど多いと推

測できる。 

リソース：CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/15/art_516_165906.html?xxgkhide=1 
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路浩ニュース：西安支所が開設できた 

 近日、弊所は陝西省の西安市で支所を開設できました。今回新設した西安支部は、北京本部

の他に、武漢支部、佛山支部、上海支部、広州支部、深セン支部を加えて、路浩クループの国

内の第 7 拠点となります。 

西安市内では、中国有数の電子科技大学が所在し、省政府も電子科技産業の発展を積極的に

推進しておりますので、電子、電気関連の技術分野での人材が非常に多いです。弊所としても

この利点を活かして、電子・電気分野の人材を募集したく存じますので、西安で支部をオープ

ンすることにしました。 

これから、中国の主要な経済圏の他に、内陸部の新興都市においてもクライアント様に知財

サービスを提供することができるようになりました。 

これまでご愛顧・ご指導いただきましたクライアント様並びに提携パートナーズから大変お

世話になっておりまして、誠に感謝申し上げます。 

今後とも、引き続き何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

西安支部： 

住所：陝西省西安市雁塔区高新 9 号藍溪国際大厦 6 階 610 室 

連絡先：北京本部までお願いします。 

Topic-5 


