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中国最新法令 < 速報 >

※月 2 回発行 2021 年 6 月 25 日号（No.354） 

Ⅰ. 全人代レベル 

1．「反外国制裁法」 

2．「データ安全法」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1．「重大な特許権侵害紛争における行政裁決規則」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

Ⅰ． 全人代レベル 

1．「反外国制裁法」 

（原文「反外国制裁法」） 

主席令第 90 号、全国人民代表大会常務委員会 2021 年 6 月 10 日公布、同日施行 

反外国制裁法（以下「本法」という。）は、二度の審議（2021 年 4 月、及び 6 月 7

日の全国人民代表大会常務委員会における審議）を経て、6 月 10 日に採択され、同

日公布、施行された。 

2021 年 3 月 14 日に全国人民代表大会で承認された「全国人民代表大会常務委員会

業務報告」において、「今後一年の主な任務」として、「反制裁、反干渉、域外管轄へ

の対抗等…のための法律『ツールボックス』を充実させる」ことが掲げられた1。こ

れを受け、反外国制裁法（以下「本法」という。）の草案が起草され、公布、施行さ

れた。 

本法の成立経緯の特徴として、草案段階において意見募集稿が公開されず、パブリ

ックコメントの募集も行われなかったこと、草案制定から採択までの期間が短く、ま

た公布された同日に施行されていることが挙げられる。その背景には、近時、欧米諸

国が、ウイグルにおける人権をめぐる問題、香港の民主化運動に対する中国当局の対

応、台湾に関する問題、新型コロナウイルスの起源に関する問題等に関して、中国に

対して批判を強め、多数の制裁措置を実施しているという事情を踏まえ、中国として

これらの制裁措置に対して早急に対抗手段を備える必要があるとの判断があったも

のと考えられる2。 

1 http://www.npc.gov.cn/npc/kgfb/202103/4ce7f589a4c943b099d63f9f498bbb44.shtml 
2 全人代常務員会法律業務委員会担当者による記者会見
http://www.gov.cn/zhengce/2021-06/11/content_5616932.htm 
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本法の主な内容は以下のとおりである。特に、12 条 1 項において、いかなる組織

及び個人も、外国国家が中国の公民、組織に対して講じる差別的な制限措置を実行又

は実行に協力してはならないと定めた上で、当該義務に違反し、中国の公民、組織の

合法的権益を侵害した場合、中国の公民、組織は法に従い人民法院に訴訟を提起し、

侵害の停止、損害賠償を求めることができる旨が定められた（12 条 2 項）点は中国

内外で注目を集めている。 

 

（1）本法の目的及び適用対象 

1 条では、本法の目的について「中国の主権、安全、発展の利益を維持し、中国

公民、組織の合法的権益を保護するため」であると規定している。 

そして、3 条 2 項で、以下に述べるような場合には、「中国は相応の対抗措置を講

じる権利を有する」旨を規定している。中国政府がどのような場合に当該対抗措置

を実施できるかについては、①外国国家が国際法及び国際関係の基本準則に違反し、

②様々な口実をもって、又はその国の法律に基づいて中国に対して抑制し、圧力を

かけ、③中国の公民、組織に対して差別的な制限措置（以下、「差別的な制限措置」

という。）を実施し、④中国の内政に干渉する場合であると規定している。但し、具

体的にどのような場合がこれに該当するか等は現時点では必ずしも明確でない。 

他方、15 条では、「外国国家、外国の組織又は個人」について、「中国の主権、安

全、発展の利益を害する行為を実施し、協力し、支援することに対し、必要な対抗

措置を講じる必要がある場合」、本法の関連規定を参照して執行するとしている。こ

こでは、上記 3 条 2 項に規定されているような、中国が対抗措置を講じる前提状況

についての定めがなく、文言上、対抗措置の適用対象範囲がさらに広くなっている

ようにも見える。 

さらに、13 条では、「中国の主権、安全、発展の利益を害する行為について、本

法に定める以外に、関係する法律、行政法規、部門規則において、その他必要な対

抗措置の実施を定めることができる。」と規定している。対抗措置については、すで

に公布・施行されている「輸出管理規制法」3、「信頼懸念エンティティリスト規定」

4、「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する規則」（以下「阻止規則」

という。）5等、中国の主権等を害する行為に対する対抗措置を規定している法律・

法規との関係性を意識するとともに、今後別途法律、行政法規、部門規則等を制定

することにより、新たな対抗措置を導入する可能性も留保していると考えられる。 

 

（2）対抗措置について 

① 対抗措置の実施対象 

国務院の関連部門は、本法 3 条に定める差別的な制限措置の制定、決定、実施に

 
3 本ニュースレターNo.339（2020年 10 月 30 日発行）をご参照ください。 
4 本ニュースレターNo.337（2020年 10 月 2 日発行）をご参照ください。 
5 本ニュースレターNo.345（2021年 1月 29 日発行）をご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043166/20201001-021932.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047282/20210129-044519.pdf
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直接的又は間接的に関与する個人、組織を「対抗措置リスト」に記載することを決

定することができる（4 条）。また、4 条の規定に基づき、「対抗措置リスト」に記載

された個人、組織以外に、下記の個人、組織に対する対抗措置の実施を決定するこ

とができる（5 条）。 

(1) 対抗措置リストに記載された個人の配偶者及び直系親族 

(2) 対抗措置リストに記載された組織の高級管理職又は実質的支配者 

(3) 対抗措置リストに記載された個人が高級管理職を務める組織 

(4) 対抗措置リストに記載された個人及び組織が実質的に支配し、又は設立、運

営に関与する組織 

なお、上記(4)の組織には、対抗措置リストに記載された個人及び組織が、設立・

運営に関与する組織も含まれるため、対抗措置の実施対象になる個人、組織が広範

にわたる可能性も考えられる。 

 

② 対抗措置の内容 

国務院の関連部門は、各自の職責及び職務分担に従い、本法 4 条及び 5 条に定め

る個人、組織に対し、実際の状況に基づき、下記の一つ、又は複数の措置の実施を

決定することができる（6 条）。 

(1) ビザの発給拒否、入国拒否、ビザの取消又は国外追放 

(2) 中国の国内における動産、不動産及びその他各種財産の封印、差押え、凍結 

(3) 中国の国内の組織、個人が、当該組織、個人と関連取引、提携等の活動を行

うことの禁止又は制限 

(4) その他の必要な措置 

 

③ 対抗措置の決定等 

対抗措置については、国務院の関連部門が 4 条ないし 6 条に基づき下した決定が

最終決定とされる（7 条）。したがって、決定を受けた個人又は組織は、当該決定に

ついて行政不服審査の申立て、又は行政訴訟を提起すること等はできないと考えら

れる。 

一方、対抗措置リストの実施の根拠となる状況に変化が生じた場合、国務院の関

連部門は、関連の対抗措置を一時停止し、変更し、又は取り消すことができるとさ

れている（8 条）。対抗措置リスト及び対抗措置の確定、一時停止、変更又は取消は、

外交部又は国務院のその他の関連部門が命令を発し、公布する（9 条）。 

 

④ 実施機関 

反外国制裁業務の調整機構が設置され、その調整機構が関連業務の統括調整の責

任を負う。国務院の関連部門は、協同協力及び情報共有を強化し、各自の職責及び

職務分担に従い、関連の対抗措置を確定し、及び実施する（10 条）。 
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（3）法的義務 

上記(2)記載の対抗措置が決定された場合、中国国内の組織及び個人は、当該対抗

措置を実行しなければならない。当該実行義務に違反する組織及び個人に対して、

国務院の関連部門は法に従い処理し、当該組織及び個人が関連活動に従事すること

を制限し、又は禁止すると規定されている（11 条）。 

また、いかなる組織及び個人についても、対抗措置を実行せず、実施に協力しな

い場合、法に従い法的責任を追及すると規定されている（14 条）。本条は、「いかな

る組織及び個人」についての規定となっており、対象が中国国内の組織及び個人に

限定されていないことから、外国の個人・企業も本条の対象になりうると考えられ

る。もっとも外国の個人・企業による中国国外での行為又は不作為について、どの

ように法的責任を追及するかについては明確ではない。 

上記は中国による対抗措置の実行義務に関する規定であるが、本法では、外国国

家が講じる差別的な制限措置を実行せず、実行に協力しない義務も規定されている。 

具体的には、12 条 1 項において、いかなる組織及び個人も、外国国家が中国の公

民、組織に対して講じる差別的な制限措置を実行してはならず、又は実行に協力し

てはならないとしている。その上で、同条 2 項では、組織及び個人が上記同条 1 項

の規定に違反し、中国の公民、組織の合法的権益を侵害した場合、中国の公民、組

織は法に従い人民法院に訴訟を提起し、侵害の停止、損害賠償を求めることができ

ると定めている。 

これにより、中国内の組織及び個人に加え、中国外の組織及び個人も差別的な制

限措置を実行又は実行に協力してはならない義務を負い、これに違反して、中国内

の組織及び個人の合法的権益を侵害した場合、人民法院に訴訟を提起され、侵害の

停止、損害賠償を請求されるリスクが生じることとなった。 

この点、阻止規則 9 条では、中国当局が、外国の法律及び措置について、「不当な

域外適用」の状況が存在するとして、承認、執行、遵守を禁止する命令（禁止命令）

を下すことを前提に、「当事者」6がこうした禁止命令に違反して、当該外国の法律

及び措置を遵守し、中国公民等の合法的権益を侵害した場合に、中国公民等が当事

者に対して損害賠償を請求することができるとされている。 

これに対して、本法 12 条の場合、上記の「中国当局が禁止命令を下した場合」と

いうような限定がなく、また「外国国家が講じる差別的な制限措置」の内容も現時

点では不明確であり広範にわたる可能性がある。 

その結果、たとえばある国が中国の公民、組織を対象として講じた（差別的な）

制限措置を、中国内外の組織等が実行、遵守等した場合は、中国において訴訟を提

起され、その一方で、制限措置を実行、遵守等しない場合は、当該国において処罰

等の不利益を受けるといった事態が生じる可能性が強く懸念されるところとなって

 
6 なお、当事者については、阻止規則においては定義が定められていない。「当事者」は「中国公民、法

人又はその他の組織」と区別して使われている点から、「当事者」には、外国の公民、法人等も含まれて

いる可能性が高いという見方がある。 
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いる。本条に関する解釈、運用について引き続き、今後の立法、実務の動向に注目

する必要があると考えられる。 

（全 16 条） 

 

2. 「データ安全法」 

   （原文「数据安全法」） 

    主席令第 84 号、全国人民代表大会常務委員会 2021 年 6 月 10 日公布、2021 年

9 月 1 日施行 

 

情報技術と国民の生活・活動の融合に伴い、データ収集・利用の拡大やデータ産業

の発展が急速に進んだことを受け、国家の安全保障と経済発展等を目的に、全国人民

代表大会常務委員会は、2020 年 7 月 3 日に「データ安全法（草案）」7（以下「一次

草案」という。）、2021 年 4 月 29 に「データ安全法（草案）（二次審議稿）」8（以下

「二次草案」という。）を公布して意見募集を行った。その上で、2021 年 6 月 10 日

「データ安全法」（以下「本法」という。）が正式に公布された。 

本法の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）本法の位置づけ 

本法は、データ安全分野の基本法として位置付けられる9。但し、規制にあたって

の運用は法に基づくともされており具体的な運用等については今後の立法に委ねら

れている。 

 

（2）適用範囲10 

本法は、中国国内で「データ取扱行為」を行う場合に適用される（2 条）。「デー

タ」とは、電子的又はその他の方式によって情報を記録したものをいう。「データ処

理」とは、データの収集・保存・利用・加工・伝送・提供・開示等をいう（3 条）。 

域外適用については、「中国国外で行われるデータ取扱行為」により中国の国家安

全、公共利益又は公民、組織の合法的な権益を害した場合、法に基づき、責任を追

及するとされ、データ安全法の域外適用が明記された（2 条）。但し、域外における

具体的な法的責任の追及方法については示されていない。 

なお、国家秘密に係るデータ取扱行為は「国家秘密保護法」11等の規定に、統計、

「档案」12業務におけるデータ取扱行為及び個人情報に係るデータ取扱行為は関連の

法律規定に従うとされ、また軍事データに関しては、中央軍事委員会が別途規定す

 
7 本ニュースレターNo.332（2020年 7月 27 日発行）をご参照ください。 
8 本ニュースレターNo.351（2021年 5月 14 日発行）をご参照ください。 
9 本法の一次草案の起草説明（http://www.echinagov.com/info/283219）をご参照ください。 
10 適用範囲に関しては、二次草案から若干の文言修正はあるが、大きな変更はない。 
11 http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm をご参照ください。 
12 「档案」については、本ニュースレターNo.333（2020 年 8 月 7日発行）をご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042709/20200727-041923.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042709/20200727-041923.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048086/20210514-025036.pdf
http://www.echinagov.com/info/283219
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042793/20200807-122201.pdf
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るとされた（53 条・54 条）。 

 

（3）データ安全の主管部門 

中央国家安全指導機構13は、国家データ安全に係る政策決定、議論・調整を担当し、

国家のデータ安全戦略及び関連重大方針政策の検討制定と実施の指導を行うととも

に、国家データ安全の重要事項と重要業務の統一的計画・調整を行い、国家データ

安全業務調整メカニズムを構築する14（5 条）。各地域及び各部門は、その地域又は

部門の業務における収集し、及び形成したデータ及びデータ安全について責任を負

う。そして公安機関、国家安全機関及び国家ネットワーク情報部門等もデータ安全

の監督管理の職責を負うと規定された（7 条）。 

 

（4）データ安全に関する制度 

本法は、データ安全分野の基本法として、データ安全に関する様々な制度を規定

している。重要なものとして以下の制度が挙げられる。 

①  データ類別・レベル別保護制度／国家核心的データ・重要データの保護 

国はデータの類別・レベル別保護制度を確立し、データの重要性及び改竄、破壊

若しくは漏洩され、又は違法に取得若しくは利用された場合の危害の程度に基づき、

各データを類別・レベル別に保護すると規定した。その上で、重要データ目録を確

定して重要データ保護を強化すると規定し、更に、国家安全、国民経済の生命線に

関わり、重要な国民生活、重大な公共の利益などに関わるデータは国家核心的デー

タに属し、より一層厳格な管理制度を実行するとしている。 

各地域及び各部門は、データ類別・レベル別保護制度に基づき、当該地域・部門

及び業種・分野の重要データ目録を作成し、目録に記入された重要データに対して

重点的な保護を実施しなければならないとされる（21 条）。 

本法では、これまでの草案にはなかった「国家核心的データ」に関する規定が追

加されたものの、類別・レベル分けの具体的基準及び重要データや国家核心的デー

タの具体的範囲については明確にされていない。 

②  データ安全審査制度 

国は、データ安全の審査制度を構築し、国家安全に影響を与え又は与えるおそれ

があるデータ活動に対して国家安全審査を行うとされた。また、法に基づき行った

安全審査決定をもって最終決定とするとした（24 条）。なお、安全審査制度の詳細

については規定されていない。 

③  データ輸出規制制度 

輸出規制対象品目に該当するデータについては、国家安全・利益の維持及び国際

 
13 中央国家安全指導機構とは、中央国家安全委員会を指す。 
14 本法では、これまでの草案では記載されていなかった、中国国家安全指導機構による国家データ安全業務

調整メカニズムの構築が追記された。 
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義務の履行の観点から法に基づき輸出規制を実施するとされる（25 条）15。 

④  差別的措置に対する報復措置 

データ及びデータの開発利用技術等に関する投資・貿易に関して、中国に対して

差別的禁止措置等を実施した国又は地域に対しては、実際の状況に応じて当該国又

は地域に対して対等な措置を採ることができると規定された（26 条）。 

⑤  データの域外移転安全管理 

重要情報インフラ16運営者が中国国内における運営で収集及び生成した重要デー

タの域外移転安全管理については、「ネットワーク安全法」17に従うものと規定され

た。また、その他のデータ処理者が中国国内における運営で収集及び生成した重要

データの域外移転安全管理規則については、ネットワーク情報サービス管理部門及

び関連部門が協同して制定するとされた（31 条）。 

 

（5）データ取扱者等の義務 

データ処理者に対しては、以下のとおり多くの義務が規定されている。 

① データ安全保護義務等 

まず、データ安全を保障する一般的な義務（データ安全保護義務）として、デー

タ取扱行為は、法律、法規の規定に基づき行うことを要し、全過程においてデータ

安全管理制度を確立・整備し、データ安全教育研修の実施を手配し、相応の技術措

置及びその他の必要措置を取らなければならないとされた（27 条）。また、インタ

ーネット等を利用しデータ取扱行為を行う場合については、インターネット安全等

級保護制度18を基礎として、上記のデータ安全保護義務を履行しなければならない

ともされた（27 条）。 

② 安全上のリスクの補修、安全事件の告知・報告義務 

また、データ取扱行為を行う際にはリスクモニタリングを強化し、安全上の欠陥、

脆弱性等のリスクを発見した場合の補修措置や、データ安全事件が発生した場合の

処置及びユーザー及び関連主管部門への告知ないし報告なども義務として規定され

ている（29 条）。 

③ 重要データ取扱者の義務 

 
15 本ニュースレターNo.339（2020年 10 月 30 日発行）をご参照ください。 
16 「ネットワーク安全法」31 条では「国は、公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、

金融、公共サービス、電子政務等の重要な業界及び分野、並びにその他のひとたび破壊され、機能を喪

失し、又はデータが漏洩すると国の安全、国の経済と人民の生活、公共の利益に深刻な危害が及ぶおそ

れのある重要情報インフラについて、ネットワーク安全等級別保護制度を基礎として、重点保護を実施

する。」と規定されている。 
17 「ネットワーク安全法」37 条では、「重要情報インフラの運営者は、中華人民共和国国内における運

営において収集し、及び発生した個人情報及び重要なデータについて、国内で保存しなければならない。

業務上の必要により、確かに国外に提供する必要がある場合は、国家ネットワーク情報部門が国務院関

連部門と共に制定した規則に従い安全評価を行わなければならない。法律、行政法規に別段の定めがあ

る場合は、その定めに従う。」と規定されている。 
18 「ネットワーク安全法」21 条によれば、中国は、ネットワーク安全等級別保護制度を実施し、ネッ

トワーク運営者は、ネットワーク安全等級別保護制度の要求に従い、安全保護義務を履行しなければな

らないとされている。ネットワーク安全等級保護制度の詳細については、「情報安全等級保護管理規則」

や関連国家標準等をご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
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重要データの取扱者については、データ安全の責任者及び管理機構を設置し（27

条）、またデータ取扱行為について定期的にリスク評価を行い、その結果を関連主管

部門に報告しなければならないとされた（30 条）。 

④ 倫理適合、収集の適法性等 

データ取扱行為及びデータ新技術の研究開発については、社会道徳及び倫理への

適合が要求されている（28 条）。 

また、データ収集の手段が窃取等の違法なものではない適法かつ正当なものである

こと、法令で目的及び範囲が定められている場合はそれに従ってデータ収集ないし利

用しなければならないともされた（32 条）。 

⑤ データ取引仲介サービス者の義務 

データ取引の仲介サービスに従事する機構は、サービスを提供する際、データの

提供者にその出所に関する説明を求め、取引当事者双方の身分審査、取引記録の保

存をしなければならない（33 条）。 

⑥ 公安・国家安全機関によるデータの徴求及び協力義務 

公安機関及び国家安全機関が国家安全の保護又は犯罪捜査のためにデータの徴求

（原文：調取）が必要な場合については、国家の関連規定に従い、厳格な認可手続

を経てデータの徴求を実施するものとした。また、関連組織及び個人はこれに協力

しなければならないとも規定された（35 条）。 

⑦ 外国の司法機関等に対するデータ提供 

中国の主管機関の認可を得ずに、中国国内の組織、個人は、外国の司法又は執行

機構に対して、中国国内に保存されているデータを提供してはならないと記された。

また、中国の主管機関は、関連法律、中国が締結又は参加する国際条約・協定、又

は平等互恵の原則に従い、外国の司法又は執行機構によるデータの提供の請求を処

理することとされた（36 条）。 

 

（6）罰則19 

データ取扱行為を行う組織、個人が、27 条（データ保護義務等。上記（5）①参

照）、29 条（安全上のリスクの補修、安全事件の告知・報告義務。同②参照）、30

条（重要データ取扱者の義務。同③参照）に違反した場合については、関連主管部

門の是正警告のほか、5 万元以上 50 万元以下の過料を科すことができるとされた。

また、直接責任を負う主管人員及びその他の直接責任人員に対しても 1 万元以上 10

万元以下の過料を科すことができ、是正を拒んだ場合又は大量なデータの漏洩等深

刻な結果をもたらした場合は、50 万元以上 200 万元以下の過料、関連業務の一時停

止、営業停止整頓、許可証の取消を併科することができ、責任を直接負う主管者及

びその他の直接責任者に対しては、5 万元以上 20 万元以下の過料に処すると規定さ

れた（45 条）。 

 
19 罰則規定については、違反事項や過料額などが二次草案から若干修正された。 
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また、国家核心的データ管理制度に違反し、国家主権、安全及び発展利益に危害

した場合、関連主管部は、200 万元以上 1,000 万元以下の過料に処し、かつ状況に

応じて関連業務の一時停止、営業停止整頓、許可証の取消を併科することができ、

犯罪を構成する場合は、法に従い刑事責任を追及すると規定された（45 条）。 

さらに、31 条（上記（4）⑤参照）に違反して国外に重要データを輸出した場合20、

関連主管部門の是正警告のほか、10万元以上100万元以下の過料を科すことができ、

直接責任を負う主管人員及びその他の直接責任人員に対しても1万元以上10万元以

下の過料を科すことができると規定された（46 条）。情状が重い場合は、100 万元

以上 1,000 万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止整頓、許可証の取消を

併科することができるともされる（46 条）。 

そして、データ取引の仲介サービス機構が 33 条（上記（5）⑤参照に違反した場

合、データの取り調べに協力しない場合、及び 36 条（上記（5）⑦参照）に違反し

て主管機関の認可を得ずに国外の司法又は執行機構に対してデータを提供した場合

についても罰則が設けられた（47 条~48 条）。36 条に違反した場合の罰則は、具体

的には関連主管部門の警告のほか、10 万元以上 100 万元以下の過料を科すことがで

き、直接責任を負う主管人員及びその他の直接責任人員に対しても 1 万元以上 10

万元以下の過料を科すことができるとされた。さらに、深刻な結果をもたらした場

合は 100 万元以上 500 万元以下の過料、関連業務の一時停止、営業停止整頓、許可

証の取消等を併科することができ、直接責任を負う主管人員及びその他の直接責任

人員に対しても 5 万元以上 50 万元以下の過料を科すことができるともされた（48

条）。 

また、データ安全に関する職責に違反した国家機関の従業員らに対して処罰がな

される旨も規定された（49 条、50 条）。 

 

                                            （全 55条） 

 

Ⅱ.   国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

1．「重大な特許権侵害紛争における行政裁決規則」 

（原文「重大专利侵权纠纷行政裁决办法」） 

国家知的財産権局公告第 426 号、国家知的財産権局 2021 年 5 月 26 日公布、2021

年 6 月 1 日施行 

 

国家知的財産権局は、2021 年 5 月 26 日、「重大な特許権侵害紛争における行政裁

 
20 31 条に違反して国外に重要データを輸出した場合の過料の上限額は、二次草案よりも高額となった。 
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決規則」（以下「本規則」という。）を公布した。本規則は 6 月 1 日から施行されてい

る。 

本規則は、国家知的財産権局が「特許法」2170 条 1 項22に定められた全国的に重大

な影響を及ぼす特許権侵害紛争（以下「重大な特許権侵害紛争」という。）を処理す

る23に当たり適用される規則を詳細に規定したものである。 

本規則の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）重大な特許権侵害紛争の意義の明確化 

特許法 70 条 1 項は、どのような紛争が重大な特許権侵害紛争に当たるか明記して

おらず、他の関連法規でも明記されていなかった。 

本規則 3 条は、重大な特許権侵害紛争とは、①重大な公共の利益に関わるもの、

②産業発展に重大な影響を及ぼすもの、③省レベルの行政区域を跨ぐ重要なもの、

④その他重大な影響を及ぼす可能性のある特許権侵害紛争をいうとし、重大な特許

権侵害紛争の意義を明確化した。 

 

（2）行政裁決請求の要件 

 重大な特許権侵害紛争に対して行政裁決を請求するためには、以下の要件を具備

している必要がある（4 条）。 

① 請求者が特許権者又は利害関係人であること 

② 被請求者が明確であること  

③ 請求事項が明確であり、具体的な事実関係と理由があること 

④ 当該特許権侵害紛争について人民法院による立件がないこと 

また、行政裁決を請求するにあたっては、「特許行政法律執行規則」24に従い請求

書及び関連する証拠資料を提出するとともに、当該紛争が重大な特許権侵害紛争に

該当する旨記載された、被請求者の所在地又は権利侵害行為地の省、自治区、又は

直轄市の特許業務管理部門が発行した証明書を提出しなければならない（5 条）。 

 

 

 
21 特許法の 2020 年改正については、本ニュースレターNo.339（2020 年 10 月 30 日発行）をご参照く

ださい。 
22 同項によれば、国家知的財産権局は、特許権者又は利害関係人の請求に応じて全国的に重大な影響を

及ぼす特許権侵害紛争を処理することができるとされる。日本法では特許庁が処理できる紛争の範囲に

限定はないが、中国の国家知的財産権局は、左記に該当しない紛争を処理する権限は有しない。 
23 特許権侵害紛争が生じた場合、特許権者又は利害関係人は、人民法院に訴訟を提起することができる

ほか、特許業務管理部門に処理を求めることもできる。特許業務管理部門は、処理に際し、権利侵害行

為の成立を認めたときには、権利侵害者に権利侵害行為の即時差止を命じることができる。当事者は不

服がある場合は、人民法院に行政訴訟を提起することができる。権利侵害者が期間が満了しても訴訟を

提起せず、侵害行為も停止しない場合は、特許業務管理部門は、人民法院に強制執行を申し立てること

ができるとされている（特許法 65 条）。 
24 特許業務管理部門に特許権侵害紛争の処理を申し立てる場合、申立人及び被申立人の情報、処理を申

し立てる事項並びに事実及び理由が記載された申立書、主体資格及び特許権有効の証明等資料を提出し

なければならない（特許行政法律執行規則 11 条）。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
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（3）国家知的財産権局による調査・検査権限の法定等 

当事者は、客観的な要因により自ら証拠を収集することができない場合には、初

歩的な証拠及び理由を提出し、書面により、国家知的財産権局に調査又は検査を申

し立てることができる（12 条 1 項）。また、国家知的財産権局は、事実関係を明ら

かにするため必要がある場合には、法律に基づき、自ら調査又は検査をすることが

できる（同 1 項）。 

さらに、事件担当者は、調査又は検査を行う際に、次に掲げる権限を行使すること

ができる（13 条 1 項）。 

① 特許権侵害の疑いに関する状況を調査するために、当事者その他の関連する部

門や個人に対し、聞き取り調査を行うこと 

② 特許権侵害の疑いがある者の施設への立ち入り調査の実施 

③ 特許権侵害の疑いのある製品の検査を行うこと 

また、当事者又は関係者は、調査又は検査に協力しなければならず、これを拒否

し、又は妨害してはならない。国家知的財産権局は、業務の必要性と実際の状況に

応じて、関連事件の調査を地方の特許業務管理部門に委託することができる（同条 2

項）。 

 

（4）複雑な技術問題の検査・鑑定の嘱託 

特許権侵害紛争が複雑な技術問題を含むものであり、検査・鑑定を行う必要があ

る場合には、国家知的財産権局は、当事者の申立てにより、関連部門に検査・鑑定

を委託することができる（14 条）。 

また、国家知的財産権局は、技術調査官を配置し、事件の処理に関与させ、技術

調査意見を提出することができる。技術調査意見は、合議体が技術問題に係る事実

認定において、これを参酌することができるとされる（15 条）。 

 

（5）事件の審理方式 

国家知的財産権局は、事件の必要に応じて、口頭審理を行うか否かを決定するこ

とができる（16 条）。 

また、国家知的財産権局は、当事者間の調停を手配することができる（21 条）。 

さらに、国家知的財産権局は、原則として紛争が立件された日から 3 ヶ月以内に

特許権侵害紛争を処理しなければならない（22 条 1 項）。但し、事案が特に複雑で

ある場合等には、承認を得て、1 ヶ月期間を延長することができるとされる。 

   

 （6）裁決の効力及び司法救済 

国家知的財産権局が特許権侵害が成立していると裁決した場合には、国家知的財

産権局は、特許権侵害行為の即時停止を命ずるとともに、必要に応じて関連する主

管部門及び地方人民政府の関連部門に通知し、当該侵害行為を遅滞なく停止するよ

う協力を求めるものとされる。 
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国家知的財産権局の裁決に不服がある当事者は、行政裁決書を受領した日から 15

日以内に、人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。被請求者が期間内に

提訴せず、かつ権利侵害行為を停止しない場合には、国家知的財産権局は、人民法

院に強制執行を申し立てることができる（23 条）。 

 

（全 27 条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 該当なし 

 

Ⅴ.  地方レベル 

 該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 該当なし 
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NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 
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