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このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律

事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連

情報を月１回提供するものです。 

政策とニュース 

 
市場監督管理総局、「知的財産権濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関する規定(意見

募集稿)」を発表 

 
6 月 27 日、「独占禁止法」の改正に伴い、市場監督管理総局は「知的財産権濫用による競

争の排除・制限行為の禁止に関する規定」を改正し、「知的財産権濫用による競争の排除・

制限行為の禁止に関する規定(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」)を作成した（

https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202206/t20220627_348161.html）。 

「意見募集稿」は計 28条であり、主な改正点は以下のとおりである。 

1. 改正「独占禁止法」の最新制度の規定の具体化。第一に、「イノベーションを刺激する

」という文言を「イノベーションを奨励する」に変更することで、イノベーション奨励する

という立法目的を具体化した(第 1 条)。また、イノベーション(研究開発)市場」に関する規

定が追加された(第 4 条)。第二に、「事業者は、知的財産権を行使することで、他の事業者

を組織し独占的な協定を締結し、又は他の事業者が独占的な協定を締結するために実質的な

援助を行ってはならない」という規定が追加された(第 5 条)。第三に、法的責任が強化され

、法的責任に関する条項が改正された(第 21条～第 26条)。 

2. 知的財産分野における独占禁止制度のルールの健全化。第一に、知的財産分野における独

占的行為には、独占契約の締結、市場支配的地位の濫用、そして、競争の排除・制限効果を

有するか又は有する可能性のある事業者の集中(訳注：事業者の合併等を指し、独占禁止法第

20 条で定義されている)が含まれることが明確にされた(第 3 条)。第二に、知的財産権分野に

おける市場支配的地位の濫用行為に関する制度のルールが細分化され、市場支配的地位を判

断する際に考慮する要素が追加され(第 6 条)、制限付き取引、抱き合わせ販売、不合理な制

限条件の追加等の行為の判断に関するルールが整備された(第 8 条～第 10 条)。第三に、知的

財産権に関わる事業者の集中に関する、申告、審査、制限条件の追加に関する具体的な規定

が追加された(第 12条、第 13条)。 

3. 標準必須特許などの重点分野における独占禁止のルールの整備。第一に、パテントプール

に関する独占契約と市場支配的地位の濫用行為に関する規定が整備された(第 14 条)。第二に

、標準の策定と実施における独占契約の状況を明確にし、標準必須特許のライセンスにおけ
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る市場支配的地位の濫用行為に関する規定が整備された(15 条、16 条)。第三に、著作権集団

管理組織の独占的行為に関する規定が追加された(第 17条)。 

 国家知識産権局、「国家知識産権局 2021 年度報告」を発表 

 
6 月 1 日、国家知識産権局は、「国家知識産権局 2021 年度報告」(以下、「報告」)を発表

した(https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/1/art_2925_175845.html)。「報告」では、専

利出願、専利審査、専利の授権、有効な発明専利の保有量、PCT 国際専利出願、及び専利復審

・無効審判の 6 分野について関連データが公表された。具体的な内容は以下のとおりである

。 

1. 専利出願：2021 年、中国の発明専利の出願件数は 158 万 6000 件、前年比 5.9％増、実用

新案専利の出願件数は 285 万 2000 件、前年比 2.5％減、意匠専利の出願件数は 80 万 6000 件

、前年比 4.6％増である。 

2. 専利審査：2021 年には、126 万 6000 件の発明専利が成立した。3 種類の専利の優先審査案

件の受理件数は 7 万 7000 件であり、そのうち発明専利の出願は 7 万 4000 件で前年比 31.5％

増であった。2021 年には、価値の高い発明専利の審査期間を 13.3 ヶ月に短縮し、発明専利の

平均審査期間を 18.5 ヶ月に短縮した。成立までの審査期間が長い案件は、年間で 21 万 7000

件であった。 

3. 専利の授権：2021 年に授権されたもののうち、発明専利が 69 万 6000 件で前年比 31.3％

増、実用新案専利が 312 万件で前年比 31.2％増、意匠専利が 78 万 6000 件で前年比 7.3％増

であった。2021 年の中国における発明専利の授権率は 55.0％であった。 

4. 有効な発明専利の保有量：2021 年末までに授権された、有効な発明専利の保有量は 359 万

7000 件で、前年比 17.6％増であった。価値の高い発明専利の保有量は、中国国内(香港、マ

カオ、台湾を除く)の人口 1 万人当たりで、7.5 件である。 

5. PCT 国際専利出願：2021 年に PCT ルートで出願された国際専利出願の受理件数は、7 万

3000 件で前年比 1.5％増であった。中国国内段階へ移行した PCT 国際出願の 2021 年の受理件

数は 10 万 7000 件で、前年比 6.3％増であった。 

6. 専利の復審及び無効審判：2021 年の専利復審請求の受理件数は 7 万 6000 件で前年比 39.2

％増であり、終結した件数は 5 万 4000 件で前年比 12.4％増であった。2021 年の専利無効審

判の請求件数は 7,628 件で、前年比 23.5％増であり、終結した件数は 7,065 件で、前年比

1.1％減であった。 

事例紹介 

 
百益百利公司が点挂公司等を実用新案の専利権侵害で提訴した紛争事件：侵害者が対外的に

公表した業績は、損害賠償の根拠となり得る 

事件の概要 

 
最高人民法院(以下、「最高院」)は先般、福州百益百利自動化科技有限公司(以下、「百益

百利公司」)が、実用新案の専利権を侵害しているとして上海点掛建築技術有限公司(以下、
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「点掛公司」)、張守彬(以下、点掛公司と共に「被告」)を訴えた紛争事件について、二審判

決を下した。判決では、侵害者が対外的に公表した業績を損害額算定の根拠とし、専利権者

によって主張された 250 万元の賠償額を全面的に支持し、専利権者の合法的な権益を有利に

保護した。 

百益百利公司は、「結合・固定式アンカーボルト」という名称の実用新案専利(以下、「本

件専利」)の専利権者である。同社は、被告が 2017 年に 3代目の点吊り取付技術を積極的に

普及し始めたこと、その「点吊り専用引き抜き防止保護アンカーボルト」(以下「被疑侵害品

」)が本件専利権の保護範囲内にあり侵害を構成していることを確認した。 

最高院は二審において、百益百利公司が提出した既存の証拠によれば、被告が被疑侵害品

の製造、販売及び販売の申し出の行為をともに行ったことを証明できるとし、被告は侵害の

停止及び損害賠償等の民事的な侵害の責任を負うべきであるとの判断を示した。被告は 2017

年、累積施工面積が 200 万平方メートル以上に達していると公表し、パンフレットや公式サ

イトを通じて関連工事例を宣伝・投稿していた。さらに、点挂公司の副社長は 2019 年 2月 24

日に、自身の WeChat コミュニティにおいても 3 代目の点吊り施行工事を宣伝していた。被告

は、上記の事実について異議を申し立てたものの、実際の施行数を証明する有効な反証を提

出しなかったため、宣伝を誇張したとする被告の主張は根拠不十分であった。 

したがって、被告の事業規模、侵害が長期間にわたること、侵害の範囲が広いこと、侵害

の悪意が明らかであること、そして、百益百利公司が権利を行使するための合理的な費用等

の要素を総合的に考慮し、最高院は、百益百利公司が請求した賠償額 250 万元を法に基づき

全面的に支持した。 

二審判決についてはこちらを参照されたい。 

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1992.html 

 

モデル的な意義 

 
本事例では、誇張して宣伝された業績を証明できる反証がない場合、その業績が損害賠償

算定の根拠となり得ることが示された。 

専利権者としては、被疑侵害者の宣伝資料を収集し、損害賠償請求の参考資料とすること

で、「小さな専利でも高額な賠償金を勝ち取れる」という良好な効果が得られることに留意

すべきである。 

被疑侵害者としては、誇張や虚偽の宣伝のために高額の賠償を支払うことがないように、

自身の業務状況や活動を事実に基づいて宣伝し、実際に扱っている製品のサンプルを保管し

、必要に応じて反証として裁判所に提出できるようにしておくべきである。 

 

以上 

2022 年 7月 27 日（原稿受領） 
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事務所概要紹介 
金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして

1993 年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、

"顧客第一"の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所

はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務

発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人

材」の追求－金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大

学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士

としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。

近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。 
  

当所の知的財産権グループは、2001 年 3 月に設立され、現在、“特許部”、“商標部”、“IP 訴訟及び法律業務部”

を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。

クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者 130 数名、裁判官

OB、有資格者を含む弁護士 40 数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底及びリーズナ

ブルなコストパフォーマンスにより、技術･法律･言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、

訴訟などを遂行しております。 
  

当所の知財業務の特色は以下のとおりです： 

・知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご

提供 

・出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた

安定的で強い権利の取得 

・渉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン 
 

 

 

 

 

連絡先：金杜法律事務所上海オフィス 

特許部 パートナー弁理士 馬 立栄 

中国上海市徐汇区淮海中路 999 号 

上海環貿広場１期 17F 

malirong@cn.kwm.com 

D: +86 21 2412 6126 | M: +86 13641661068（中国） | M: +81 80 5912 5678（日本） 


