


説明 

説明 

第２節 商標権の取得

保護対象

商標は、商品及び役務の出所を区別するための標識で、知的財産権（専利、

商標、著作権等）の重要な構成部分として、社会的·経済的活動の中で重要な役

割を果たしています。

「商標法」によれば、構成要素としては、文字商標、数字商標、図形商標、立体商

標、色彩組合せ商標及び上述の要素からなる結合商標に分けられています。日本語仮名

からなる商標は、中国において通常は図形商標とみなされます。

商標局の審査を経て登録された商標を登録商標といいます。登録商標

は、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標からなり、商標登録

権者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受けられます。

登録要件

登録される商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取

得した合法的権利と抵触してはなりません。

以下の標識は商標として登録することができません。

① 単なる商品の通用名称、図形、記号にすぎないもの

② 単なる商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの

③ 顕著な特徴に欠けるもの

また、商標は、他人の登録商標と同一又は類似する商標及び他人の先行権利と抵触し

てはならず、国名、国旗、「赤十字」などと同一又は類似したもの、及び民族差別扱い

の性格を帯びたもの、県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名なども登録す

ることができません。
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説明 

説明 

第２節 商標権の取得

保護対象

商標は、商品及び役務の出所を区別するための標識で、知的財産権（専利、

商標、著作権等）の重要な構成部分として、社会的·経済的活動の中で重要な役

割を果たしています。

「商標法」によれば、構成要素としては、文字商標、数字商標、図形商標、立体商

標、色彩組合せ商標及び上述の要素からなる結合商標に分けられています。日本語仮名

からなる商標は、中国において通常は図形商標とみなされます。

商標局の審査を経て登録された商標を登録商標といいます。登録商標

は、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標からなり、商標登録

権者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受けられます。

登録要件

登録される商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取

得した合法的権利と抵触してはなりません。

以下の標識は商標として登録することができません。

① 単なる商品の通用名称、図形、記号にすぎないもの

② 単なる商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの

③ 顕著な特徴に欠けるもの

また、商標は、他人の登録商標と同一又は類似する商標及び他人の先行権利と抵触し

てはならず、国名、国旗、「赤十字」などと同一又は類似したもの、及び民族差別扱い

の性格を帯びたもの、県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名なども登録す

ることができません。

登録までの詳細手続き

（商標）
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説明 

説明 

商標出願の主体は、自然人、法人又はその他の組織です。中国の自然

人の場合、自分が営業許可証を有した前提で、自分の名前で出願すると

いうことです。また、中国に恒常的居所又は営業所を有していない外国人又は外国企業

が中国で商標登録を出願する時、代理資格を有する代理組織（専利事務所）に出願手続

きを委任する必要があります。

存続期間と権利の維持

登録商標の有効期間は 年で、当該商標の登録日から起算します。

毎回の更新登録の有効期間も 年です。

登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、

期間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をすることができます。この期

間に出願することができないときは、 ヵ月の延長期間が与えられますが、

延長期間を満了して出願しないときは、その登録商標は取消されます。

拒絶対応

中国において、商標出願は方式審査を経た後、登録要件を満たしているか否

かの実体審査が行われます。登録要件を満たしている場合には、商標出願が予

備的査定を受けて、公告公報に掲載されます。登録要件を満たしていない場合

には、商標局は出願を拒絶し、出願人に拒絶理由を記した書面 「拒絶通知」という

で通知します。また、指定商品・役務の一部が登録要件を満たしていない場合、部分的

拒絶通知がなされます。

拒絶通知の対応策としては、出願人は拒絶通知に納得することができ

ず、権利化を望む場合には、拒絶通知の受領日から 日以内に、商標審

判委員会へ不服審判を請求することができます。

また、出願人が外国の法人又は自然人なら、不服審判は中国国内の商標代理機構に依

説明 
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10 

説明 

説明 

商標出願の主体は、自然人、法人又はその他の組織です。中国の自然

人の場合、自分が営業許可証を有した前提で、自分の名前で出願すると

いうことです。また、中国に恒常的居所又は営業所を有していない外国人又は外国企業

が中国で商標登録を出願する時、代理資格を有する代理組織（専利事務所）に出願手続

きを委任する必要があります。

存続期間と権利の維持

登録商標の有効期間は 年で、当該商標の登録日から起算します。

毎回の更新登録の有効期間も 年です。

登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、

期間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をすることができます。この期

間に出願することができないときは、 ヵ月の延長期間が与えられますが、

延長期間を満了して出願しないときは、その登録商標は取消されます。

拒絶対応

中国において、商標出願は方式審査を経た後、登録要件を満たしているか否

かの実体審査が行われます。登録要件を満たしている場合には、商標出願が予

備的査定を受けて、公告公報に掲載されます。登録要件を満たしていない場合

には、商標局は出願を拒絶し、出願人に拒絶理由を記した書面 「拒絶通知」という

で通知します。また、指定商品・役務の一部が登録要件を満たしていない場合、部分的

拒絶通知がなされます。

拒絶通知の対応策としては、出願人は拒絶通知に納得することができ

ず、権利化を望む場合には、拒絶通知の受領日から 日以内に、商標審

判委員会へ不服審判を請求することができます。

また、出願人が外国の法人又は自然人なら、不服審判は中国国内の商標代理機構に依

説明 

頼して行わなければなりません。その際、審判請求の勝算や拒絶通知への対応について、

予め中国現地の代理人と相談し、コメントをもらってから審判の要否を決めたほうが得

策だと思われます。

拒絶通知がなされた商標出願について、出願人が権利化を望まない場合には、応答せ

ずに放置しておけばよいです。

出願商標の指定商品のうち、一部の指定商品・役務のみにかかる部分的拒絶通知につ

いて、出願人がこれらの指定商品・役務の権利化を望まない場合には、応答せずに放置

しておいても、残りの指定商品・役務における登録を受けることができます。指定商品・

役務の削除手続きは必要ありません。

拒絶不服審判

不服審判の主張については、案件の具体的な状況によってそれぞれ違います。ここで、

主な拒絶理由への取りうる対策をいくつかご紹介します。

拒絶不服審判を請求

証拠補充手続き 

方式審査

実体審査

拒絶通知を受領

審決
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説明 

説明 

まず、「公的権益に関する理由に抵触し、商標法第 条に違反した」

という拒絶理由について、第 条 項「県クラス以上の行政区画の地

名又は公知の外国地名は、商標とすることができない」に違反したという理由で拒絶

されるケースがよく見られます。出願商標が中国の県クラス以上の行政区

画の地名と同じではあるが、地名以外の意味もがあり、且つその意味は地

名としての意味よりインパクトが大きいことを主張することができます。

これに関連して、次の商標例があります。

例  (朝陽 ) 

「朝陽」は、中国遼寧省にある市を指します。一方、中国語において、

「朝陽」は、「朝日」という意味の固有名詞でもあります。ですから、中

国において、「朝陽」と言えば、「朝、東から昇る紅い太陽」を思い浮かべ

るのが普通だと思われます。  

なお、商標に含まれる地名と他の顕著な特徴を持つ標識とは、相互に独

立し、地名は出願人の所在地を如実に表す役割だけを果たすものだと、主

張することも可能です。

「識別力欠如で、第 条に違反した」という理由で拒絶された場

合には、次のようなことを主張して反論することが考えられます。

① 指定商品を取り扱う業界において、通用の記号や規格でなく、一般に使用されて

いないことを強調して、識別力が十分あると主張すること。

② 出願商標自体は、識別力が弱いが、大量の使用及び宣伝を通して自他商品を区別
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説明 

説明 

まず、「公的権益に関する理由に抵触し、商標法第 条に違反した」

という拒絶理由について、第 条 項「県クラス以上の行政区画の地

名又は公知の外国地名は、商標とすることができない」に違反したという理由で拒絶

されるケースがよく見られます。出願商標が中国の県クラス以上の行政区

画の地名と同じではあるが、地名以外の意味もがあり、且つその意味は地

名としての意味よりインパクトが大きいことを主張することができます。

これに関連して、次の商標例があります。

例  (朝陽 ) 

「朝陽」は、中国遼寧省にある市を指します。一方、中国語において、

「朝陽」は、「朝日」という意味の固有名詞でもあります。ですから、中

国において、「朝陽」と言えば、「朝、東から昇る紅い太陽」を思い浮かべ

るのが普通だと思われます。  

なお、商標に含まれる地名と他の顕著な特徴を持つ標識とは、相互に独

立し、地名は出願人の所在地を如実に表す役割だけを果たすものだと、主

張することも可能です。

「識別力欠如で、第 条に違反した」という理由で拒絶された場

合には、次のようなことを主張して反論することが考えられます。

① 指定商品を取り扱う業界において、通用の記号や規格でなく、一般に使用されて

いないことを強調して、識別力が十分あると主張すること。

② 出願商標自体は、識別力が弱いが、大量の使用及び宣伝を通して自他商品を区別

 

 

説明 

でき、識別力を有するように至ったこと。

③ 出願商標は、指定商品の特徴、品質などを直接に表示しているのではなく、暗示

的に表しているだけであること。

これに関連して、次の商標例があります。

例： 指定商品：練り歯磨き、シャンプー

「田七」は、抗ウイルス作用、抗コレステロール作用、抗腫瘍作用があるとされるサ

ンシチニンジン 漢方薬 の中国語表記です。サンシチニンジンを配合した練り歯磨き、

シャンプーにおいて、指定商品の原材料を直接表示しています。しかし、当該商標は普

通の印刷フォントではなく、手書きの字体です。しかも、当該商標は長期にわたる使用

と広範にわたる宣伝を通して、その出願人と唯一の対応関係が築き上げられたことが認

められて登録されています。

「他人の先願・先登録商標と類似商品における類似商標に該当し、

第 条に違反した」という理由で拒絶された場合には、両商標自体

の外観、称呼、観念の相違と指定商品・役務の用途、販売場所、原材料、消費者の相違

を分析して非類似を主張して、誤認・混同を起こさないことを反論することが考えられ

ます。

最近の審理スピードから見れば、拒絶不服審判の審理には通常、 ～ 年かかって

います。不服審判の審決に不服があれば、審決の受領日から 日以内に北京第一中等

裁判所に行政訴訟を提起することができます。

異議申立

出願商標は、中国商標局の方式審査と実体審査を経て、登録要件を満たした場合

は、予備的査定され、公告公報に出願公告されます。予備的査定された商標につい
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て、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができます。

異議申立の要件

異議申立

人の適格

何人も異議を申し立てることができる。つまり、利害関係者のみならず、

他の自然人でも法人でも、適切な理由があれば、商標局に異議申立の提

出が可能である。

異議申立

の対象

予備的査定され、公告された商標でなければならない。未出願の商標、

方式又は実体審査中の商標、登録済みの商標は、異議申立の対象になら

ない。

異議申立

の期限

予備的査定公告日から ヵ月以内に提出しなければならない。期日延長

申請は不可能である。例えば、予備的査定公告日が 年 月 日で

あれば、 年 月 日までに異議申立を提出しなければならない。

費用 異議申立人は、 件の異議申立につき 人民元（約 万 千円）を商

標局に納付しなければならない。

提出必要な書類

異議を申し立てる者（異議申立人）は、通常、下記の書類一式について、それぞれ正本

と副本の二部を用意しなければならない。正本は、審査官審査用のもので、副本は、被

異議申立人に送付されるものである。

① 商標異議申立書（異議申立人と被異議申立人の名称・住所、被異議申立人の情報、

公告公報の発行号数、異議申立の事実と理由など明記する必要がある）

② 異議申立に係る「商標公告」の写し

③ 委任状（異議申立を商標代理機構に委託して行なう場合）

④ 当該異議申立に関連する証拠資料

⑤ 「馳名商標認定申請材料の摘要」（馳名商標認定申請の場合のみ）

注：上述の⑤「馳名商標認定申請材料の摘要」は、商標局に要求されたフォーマットで

記入する必要がある。その内容は、主に、認定申請する馳名商標が被異議申立商標の出

願日前の 年間の概要状況（①当該商標の国内外の登録・出願リスト、②被異議申立商

標前の 年間に当該商標が新聞、雑誌、テレビ、戸外広告で投入された費用の統計デー
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て、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができます。

異議申立の要件

異議申立

人の適格

何人も異議を申し立てることができる。つまり、利害関係者のみならず、

他の自然人でも法人でも、適切な理由があれば、商標局に異議申立の提

出が可能である。

異議申立

の対象

予備的査定され、公告された商標でなければならない。未出願の商標、

方式又は実体審査中の商標、登録済みの商標は、異議申立の対象になら

ない。

異議申立

の期限

予備的査定公告日から ヵ月以内に提出しなければならない。期日延長

申請は不可能である。例えば、予備的査定公告日が 年 月 日で

あれば、 年 月 日までに異議申立を提出しなければならない。

費用 異議申立人は、 件の異議申立につき 人民元（約 万 千円）を商

標局に納付しなければならない。

提出必要な書類

異議を申し立てる者（異議申立人）は、通常、下記の書類一式について、それぞれ正本

と副本の二部を用意しなければならない。正本は、審査官審査用のもので、副本は、被

異議申立人に送付されるものである。

① 商標異議申立書（異議申立人と被異議申立人の名称・住所、被異議申立人の情報、

公告公報の発行号数、異議申立の事実と理由など明記する必要がある）

② 異議申立に係る「商標公告」の写し

③ 委任状（異議申立を商標代理機構に委託して行なう場合）

④ 当該異議申立に関連する証拠資料

⑤ 「馳名商標認定申請材料の摘要」（馳名商標認定申請の場合のみ）

注：上述の⑤「馳名商標認定申請材料の摘要」は、商標局に要求されたフォーマットで

記入する必要がある。その内容は、主に、認定申請する馳名商標が被異議申立商標の出

願日前の 年間の概要状況（①当該商標の国内外の登録・出願リスト、②被異議申立商

標前の 年間に当該商標が新聞、雑誌、テレビ、戸外広告で投入された費用の統計デー

タ、宣伝範囲など、③被異議申立商標前の 年間に当該商標を使用する商品・サービス

の販売高、利潤、販売地域、同業界のランキングなど、④申請人の企業発展の歴史、経

営範囲、資本金、経営状況などの概要紹介、⑤その他の証明書類、例えば、当該商標の

受賞証明、馳名商標として保護を受けた記録などを含む）である。

異議申立の理由

①「商標法」第 条の使用禁止規定：国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又

は類似のもの、誇大に宣伝し、かつ欺瞞性を帯びたもの、社会主義の道徳、

風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの、県クラス以上の行政区画

の地名又は公知の外国地名などは、商標とすることができない。

②「商標法」第 条による不登録事由：立体標章を商標出願する場合、単にそ

の商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るために不可欠な形

状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状である場合に

は、これを登録してはならない。

③「商標法」第 条による不登録事由：その商品の単なる通用名称、図形、型

番にすぎないもの、単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、

数量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの、及びその他の顕著

な識別力に欠けるものは、商標として登録することができない。

④「商標法」第 、 条にいう先行権利との抵触：他人の同一又は類似の商品に

ついて、既に登録され又は出願された商標と同一又は類似するときは、商

標局は出願を拒絶する。

⑤「商標法」第 条にいう馳名商標の権益を侵害：同一又は類似の商品について

出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又

は翻訳したものであって、かつ同馳名商標と容易に混同を生じさせる場合

には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。  

非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録さ

れている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公

衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登

録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑥「商標法」第 条にいう他人の先行権利を侵害：ここにいう「先行権利」は、
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説明 

通常、著作権、商号権、氏名権、肖像権、意匠権などを指す。

⑦「商標法」第 条にいう悪意による先取り：他人が先に使用している一定の

影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。

⑧「商標法」第 条にいう代理人又は代表者の悪意出願：授権されていない代理

人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標について

登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合に

は、その出願を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑨「商標法」第 条にいう商品の地理的表示による誤認や混同：地理的表示を含む

商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認

させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

（異議申立）

異議申立人は、予備的査定公告された商標に対して商標局に異議申

立を提出してから、方式審査を受けます。また、被異議申立人には、

答弁のチャンスが与えられます。

異議申立

方式審査

被異議申立人の答弁

実体審査

予備的査定公告

異議決定
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説明 

通常、著作権、商号権、氏名権、肖像権、意匠権などを指す。

⑦「商標法」第 条にいう悪意による先取り：他人が先に使用している一定の

影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。

⑧「商標法」第 条にいう代理人又は代表者の悪意出願：授権されていない代理

人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標について

登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合に

は、その出願を拒絶し、かつその使用を禁止する。

⑨「商標法」第 条にいう商品の地理的表示による誤認や混同：地理的表示を含む

商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認

させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

（異議申立）

異議申立人は、予備的査定公告された商標に対して商標局に異議申

立を提出してから、方式審査を受けます。また、被異議申立人には、

答弁のチャンスが与えられます。

異議申立

方式審査

被異議申立人の答弁

実体審査

予備的査定公告

異議決定

「商標法」第 条第 項には、商標局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事

実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、決定を下さなくてはならない

と規定されています。

決定によれば、異議申立の理由が成立したときは、被異議申立商標の登録は認められ

ず、異議申立の理由が成立しないときは、被異議申立商標の登録を認め、商標登録証を

発行し、その旨を公告します。この場合、登録商標の存続期間の起算日は、予備的査定

公告日から ヵ月が満了した日とします。

現在、中国商標異議申立の案件については、提出してから決定が下されるまで、 年

ぐらいかかりますが、複雑な案件は、それ以上かかっています。 年の商標局の目

標は、審査期間を ヵ月以内に短縮させることです。

「商標法」第 33 条第 1 項の規定によれば、当事者は異議申立の裁定に対して不服

があるときは、裁定を受領した日から 15 日以内に、商標審判委員会に審判を請求

することができます。商標審判委員会は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人

に書面で通知します。 

異議審判請求人の適格

異議審判請求人は、異議申立の裁定に対して不服のある異議申立人又は被異議申立人で

なければならない。

異議審判の主管機関

異議審判は、中国商標審判委員会より処理される。商標審判委員会は、商標局とは独立

した行政機関である。
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説明 

（異議決定不服審判）

請求人は、異議決定に不服がある場合、不服審判を請求す

ることができます。方式審査を経て、商標審判委員会は、被請

求人に答弁のチャンスを与えます。それから、請求人は、被請求人の答弁

に対して反駁の証拠を提出することができます。

商標審判委員会は、請求人と被請求人が陳述した理由と提出した証拠を

審理して、審決を下します。審理期間について、通常、 2 年～ 3 年ぐらい

かかりますが、複雑な案件は、それ以上かかります。  

当事者が商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日か

ら 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができま

す。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に

参加するよう通知します。  

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

異議決定

審決 
審決

説明 
説明 

審決

審決

拒絶通知を受領

実体審査

方式審査

証拠補足手続き 
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説明 

（異議決定不服審判）

請求人は、異議決定に不服がある場合、不服審判を請求す

ることができます。方式審査を経て、商標審判委員会は、被請

求人に答弁のチャンスを与えます。それから、請求人は、被請求人の答弁

に対して反駁の証拠を提出することができます。

商標審判委員会は、請求人と被請求人が陳述した理由と提出した証拠を

審理して、審決を下します。審理期間について、通常、 2 年～ 3 年ぐらい

かかりますが、複雑な案件は、それ以上かかります。  

当事者が商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日か

ら 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができま

す。裁判所は、商標審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に

参加するよう通知します。  

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

異議決定

審決 
審決

説明 
説明 

審決

審決

拒絶通知を受領

実体審査

方式審査

証拠補足手続き 

無効審判、不使用取消請求及び不服審判請求

（ ）無効審判

登録された商標が「商標法」第 41 条に合致している場合、商

標審判委員会にその登録商標の取消しについての審判を請求する

ことができます。このような商標登録の取消審判は無効審判とい

います。

無効審判

請求対象 登録商標でなければならない。

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

無効審判の種類及び適用要件

①「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：何人でも請求できる。

．適用条件：「商標法」第 条（公的利益侵害）、第 条（識別力欠如）、第 条

（立体標章の識別力欠如）に違反、又は、「商標法」 条第 項にいう欺瞞的な手段又

はその他の不正な手段で登録を得た場合

．除斥期間：なし（いつでも請求できる）

②「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：商標権者又は利害関係人

．適用条件：「商標法」第 条（馳名商標への模倣）、第 条（代理人の悪意によ

る出願）、第 条（商品の地理的表示による誤認や混同）、第 条（先行権利への侵害、

一定の影響力のある商標に対する悪意の出願）

．除斥期間： 年以内（悪意による登録商標について、著名商標の所有者は 年の

期間制限を受けない）

③「商標法」第 条第 項による無効審判

．請求人の適格：先行登録商標の権利者

．適用条件：「商標法実施条例」の第 条（先行登録商標と同一又は類似）

．除斥期間： 年以内
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説明 

（無効審判）

現在、中国商標無効審判の案件について、請求してから審

決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。複雑な案件は、そ

れ以上かかります。

登録商標の維持又は取消決定に不服がある場合には、審決を受領した日

から 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができ

ます。  

無効審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

権利付与

審決
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説明 

（無効審判）

現在、中国商標無効審判の案件について、請求してから審

決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。複雑な案件は、そ

れ以上かかります。

登録商標の維持又は取消決定に不服がある場合には、審決を受領した日

から 30 日以内に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができ

ます。  

無効審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

権利付与

審決

（ ）不使用取消請求

登録商標は、三年間継続して使用されない場合、何人でも商標局

に不使用取消請求を提出できます。  

不使用取消請求

請求対象 三年不使用の登録商標

主管機関 商標局へ提起する。

請求人 何人でも可

理 由 登録商標三年継続不使用

「三年間」の

算定

商標局は被請求人に答弁通知書を送付するとき、不使用取消請求日

から遡っての三年間の使用証拠を提出するよう要求する。

例えば、請求日が 年 月 日であれば、被請求人は 年

月 日から 年 月 日までの間の有効な使用証拠を提出しなけ

ればならない。

使用証拠

商標の使用とは、商品、商品の包装又は容器及び商品の取引に関す

る書類に商標を表示することをいい、広告宣伝、展示及びその他の

営業活動に表示することも含まれる。これを証明できる資料は、使

用証拠になる。

通常は、以下のような書類を含む。

① 商品、商品包装、容器、ラベル、カタログなど；

② 商品販売の取引書類（販売契約、インボイス、領収書、通関書

類などを含む）

③ 新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの媒体で掲載された広告、広

告会社と締結した契約、インボイス、領収書など

④ 展示会、展覧会の写真、出展証明など
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11 

説明 

（不使用取消請求）

現在、不使用取消請求の案件について、請求してから決定

が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。

（ ）不使用取消決定の不服審判請求

商標局の登録商標取消しの決定について、当事者に不服がある

ときは、通知を受け取った日から 15 日以内に商標審判委員会に

審判を請求することができます。  

不使用取消決定の不服審判請求

請求対象 商標局による不使用取消決定

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

請求人 不使用取消審判の請求人又は被請求人

不使用取消請求

方式審査

被請求人の答弁

実体審査

三年不使用登録商標 

決定
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11 

説明 

（不使用取消請求）

現在、不使用取消請求の案件について、請求してから決定

が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかります。

（ ）不使用取消決定の不服審判請求

商標局の登録商標取消しの決定について、当事者に不服がある

ときは、通知を受け取った日から 15 日以内に商標審判委員会に

審判を請求することができます。  

不使用取消決定の不服審判請求

請求対象 商標局による不使用取消決定

主管機関 商標審判委員会へ提起する。

請求人 不使用取消審判の請求人又は被請求人

不使用取消請求

方式審査

被請求人の答弁

実体審査

三年不使用登録商標 

決定

 
 

12 

説明 

説明 

現在、不使用取消決定の不服審判の案件について、請求し

てから審決が下されるまで、 年～ 年ぐらいかかりますが、複雑な案

件は、それ以上かかります。

当事者は商標審判委員会の審決に不服がある場合、審決を受領した日から 日以内

に、北京第一中等裁判所に行政訴訟を提起することができます。裁判所は、商標

審判手続きの相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加するよう通知します。

関連行政訴訟手続き

前記の行政訴訟手続きと同じですので、前記の行政訴訟のフローチ

ャート及びその説明をご参照ください。

不服審判請求

方式審査

被請求人の答弁

答弁に対する弁駁

実体審理（合議制）

取消決定

審決
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権利出願戦略

中国では現在、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国にお

けるビジネス進出、展開の大きな支障になっていることは否めない事実です。

一旦自分の商標を他人に先取りされた場合、その登録の阻止（異議申立）や、

登録された場合の取消しには、多大な時間、費用及び労力がかかります。そのため、「亡

羊補牢（羊に逃げられてから檻の修繕する）」的な手遅れなやり方を回避するために、

実務において、商標出願戦略を早めに策定する必要があります。

中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字です。中国では、日本語

のカタカナや平仮名は図形とみなされ、称呼されにくいのが現実です。また、英文も読

めない中国人が多いので、日本で使われている英語、日本語商標を出願すると同時に、

中国の消費者にとって、最も覚えやすく読みやすい、それに対応する中国語商標の出願

が重要です。たとえば、「佳能（キヤノン）」、「索尼（ソニー）」などの世界著名ブラン

ドは、全て中国市場のために中国語の商標を登録しています。これらの中国語商標は現

在、中国の消費者に広く受け入れられ、中国におけるビジネスに重要な役割を果たして

います。

したがって、中国市場に進出を計画している日本企業は、語呂がよく、且つ商品の

イメージにマッチする中国語商標を選定し、調査したうえ、一日も早く出願することを

勧めします。

中国では先願主義が採用されています。すなわち、二つ以上の同一又は類似の商標登

録出願が競合した場合、最先の出願だけが登録されます。よって、出願費用及び時間の

無駄を回避するために、出願する前に、出願しようとする商標に対して先ず商標調査を

行うことを勧めます。

通常、中国商標局サイト（http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp）を利用して調査し
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権利出願戦略

中国では現在、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国にお

けるビジネス進出、展開の大きな支障になっていることは否めない事実です。

一旦自分の商標を他人に先取りされた場合、その登録の阻止（異議申立）や、

登録された場合の取消しには、多大な時間、費用及び労力がかかります。そのため、「亡

羊補牢（羊に逃げられてから檻の修繕する）」的な手遅れなやり方を回避するために、

実務において、商標出願戦略を早めに策定する必要があります。

中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字です。中国では、日本語

のカタカナや平仮名は図形とみなされ、称呼されにくいのが現実です。また、英文も読

めない中国人が多いので、日本で使われている英語、日本語商標を出願すると同時に、

中国の消費者にとって、最も覚えやすく読みやすい、それに対応する中国語商標の出願

が重要です。たとえば、「佳能（キヤノン）」、「索尼（ソニー）」などの世界著名ブラン

ドは、全て中国市場のために中国語の商標を登録しています。これらの中国語商標は現

在、中国の消費者に広く受け入れられ、中国におけるビジネスに重要な役割を果たして

います。

したがって、中国市場に進出を計画している日本企業は、語呂がよく、且つ商品の

イメージにマッチする中国語商標を選定し、調査したうえ、一日も早く出願することを

勧めします。

中国では先願主義が採用されています。すなわち、二つ以上の同一又は類似の商標登

録出願が競合した場合、最先の出願だけが登録されます。よって、出願費用及び時間の

無駄を回避するために、出願する前に、出願しようとする商標に対して先ず商標調査を

行うことを勧めます。

通常、中国商標局サイト（http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp）を利用して調査し

 

 

ます。なお、当該サイトは、中国語と英語しかありませんので、より正確な調査結果と

分析、意見を入手するため、専門的な商標代理機構に依頼して調査することが得策です。

中国では、商標登録出願時に会社名と住所の英文表記と中国語表記必要となります。

漢字の会社名の場合はそのまま使用することができますが、その漢字は、中国において

悪い意味を有していないかを確認する必要があります。特に、中国語漢字には、日本語

漢字には存在しない漢字や、日本語漢字と形が同じでも中国人からみると、意味やその

漢字から受けるイメージが全く異なる場合もよくあるので、選定の際には細心の注意が

必要です。

また、会社名が漢字表記でない場合には、その会社名の発音又は意味から、対応する

漢字表記の会社名を選定する必要があります。

現在、経済のグローバル化とマスコミ産業の発展につれて、国外のニュースや情報、

有名なブランドの状況などを、インターネットやテレビ、新聞、雑誌、展覧会などで容

易に入手することができます。そのため、潜在力のある巨大マーケットとして世界中か

ら熱い注目を集めている中国市場を確保するために、中国メディアでよく使われている

中国語商標を一日でも早く出願したほうがよいでしょう。以下のような特別な対策を講

じることをお勧めします。

① 新しいブランドの世界市場における発売前に、それに対応する中国語商標を先ず

選定し、調査したうえで出願しておきます。

② 新しいブランドを世界市場で発表したら、中国メディアが、それに対応する中国

語商標として如何なる名称を使用しているかを常にウォッチングします。もし、自社が

選定した中国語商標と異なる中国語商標を使用していることが判明したら、防衛手段と

して、そのメディアでよく使われている中国語商標も出願します。
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登録された商標の使用などに関し、商標管理制度を確立することを勧めます。例えば、

使用許諾の意向があれば、関連会社又は生産委託会社と、使用許諾契約を締結します。

次に法に基づき、商標局に使用許諾を届け出ます。また、商標の使用形態、使用方式な

どにおいて、法に従って行うように注意しなければなりません。また、将来起こり得る

商標の異議、登録商標の取消が申立てられる情況、及び｢著名商標｣の認定を請求する必

要があるかもしれないことを予測して、その時点で、有効な証明資料を提出できるよう、

日頃の生産、経営活動における商標の使用に関する資料の原本を適宜収集、保存するこ

とをお勧めします。 

 馳名商標と地方著名商標の認定

中国では周知商標に関して、馳名商標と著名商標の 2 種類が存在しています。

国家工商行政管理総局商標局、商標審判委員会及び裁判所により、その周知度

が認定された商標は、「馳名商標」と称されています。中国で馳名商標に認定さ

れるということは、市場競争における有力な武器として、手厚い保護を受けら

れることが期待できます。なお、中国商標法で規定しているのは馳名商標のみです。 

著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内周知性が認定されたものを

いい、それぞれの省が独自の基準で判断するものです。地方で認定された著名商標はそ

の地方のみに有効であり、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していま

せん。 

 

馳名商標認定の法律根拠

年 月：｢商標法｣第 条、第 条規定、｢商標法実施条例｣第 条

年 月：｢馳名商標認定及び保護に関する規定」

年 月：｢馳名商標認定工作細則｣

年 月：｢馳名商標保護に関わる民事係争事件の審理で適用する法律の若干問題に関

する解釈｣
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登録された商標の使用などに関し、商標管理制度を確立することを勧めます。例えば、

使用許諾の意向があれば、関連会社又は生産委託会社と、使用許諾契約を締結します。

次に法に基づき、商標局に使用許諾を届け出ます。また、商標の使用形態、使用方式な

どにおいて、法に従って行うように注意しなければなりません。また、将来起こり得る

商標の異議、登録商標の取消が申立てられる情況、及び｢著名商標｣の認定を請求する必

要があるかもしれないことを予測して、その時点で、有効な証明資料を提出できるよう、

日頃の生産、経営活動における商標の使用に関する資料の原本を適宜収集、保存するこ

とをお勧めします。 

 馳名商標と地方著名商標の認定

中国では周知商標に関して、馳名商標と著名商標の 2 種類が存在しています。

国家工商行政管理総局商標局、商標審判委員会及び裁判所により、その周知度

が認定された商標は、「馳名商標」と称されています。中国で馳名商標に認定さ

れるということは、市場競争における有力な武器として、手厚い保護を受けら

れることが期待できます。なお、中国商標法で規定しているのは馳名商標のみです。 

著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内周知性が認定されたものを

いい、それぞれの省が独自の基準で判断するものです。地方で認定された著名商標はそ

の地方のみに有効であり、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していま

せん。 

 

馳名商標認定の法律根拠

年 月：｢商標法｣第 条、第 条規定、｢商標法実施条例｣第 条

年 月：｢馳名商標認定及び保護に関する規定」

年 月：｢馳名商標認定工作細則｣

年 月：｢馳名商標保護に関わる民事係争事件の審理で適用する法律の若干問題に関

する解釈｣

 

 
 

13 

馳名商標の種類

「商標法」第 条：馳名商標は下記 種類に分けられる。

① 未登録の馳名商標（他人が同一又は類似の商品について出願した商標が、当該馳名

商標を複製、模倣または翻訳した場合）；

② 登録済みの馳名商標（他人が非同一又は非類似の商品について出願した商標が、当

該馳名商標を複製、模倣または翻訳した場合）

馳名商標の認定要件

「商標法」第 条：

① 関係公衆における当該商標の知名度

② 当該商標が継続して使用される期間

③ 当該商標に関するいかなる宣伝活動の時期、程度及び地理的範囲

④ 当該商標が馳名商標として保護を受けた記録

⑤ 当該商標は馳名商標と判断すべきその他の要素

馳名商標の認定は、行政認定手続きと司法認定手続きとに分かれます。概要は以下の

とおりです。

 

商標局

行政機関

司法機関

商標審判委員会

各級裁判所

北京市第一中等裁判所及び北京市高等裁判所 商標権利確定事件

商標権侵害事件

商標異議不服審判請求案件、商標無効審判案件

案件指導処

異議申立処 商標異議案件

省クラス工商行政管理機関より

上申する商標権侵害事件
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説明 
馳名商標認定の意義は、下記のとおりです。

① 保護される範囲が非類似の商品・役務まで拡大し、即ち、指定商品の範囲を超え、

保護される力が強化されます。

② 官庁機関が商標審査又は侵害事件を処理する時には、より多くの配慮が受けられ、

保護を受ける分野が増えます。

③ 馳名商標をもって企業名称、ドメインネームの複製・模倣行為に対応することが

できます。

④ 特に無効審判の請求期限が長くなり、 年という制限を受けません。

⑤ ブランド価値を高め、市場競争力を強化することができます。

中国における馳名商標と著名商標の相違点について、下表のとおり簡

単にまとめました。少しでもご参考になれば幸いです。

相違点 馳名商標 著名商標

定義

中国の全土において公衆に広く

知られ、かつ高い知名度と影響

力を有する商標。

中国各省内（経済特別区も含む）が

独自の基準で著名性を判断し認定

する商標。

認定ルート

異議、取消又は侵害事件におい

て認定されるが、裁判による馳

名商標認定の手続に対してより

厳しく制限され、判決書に「馳

名商標」のような表現を避ける

ようになった。したがって、現

在、主に商標局又は商標審判委

員会により認定される。

各地の工商局に申請を提出して、認

定される。

有効期間 ――

各地の規定により、各地の有効期間

を有する（大部分が 年である）の

で、その後、再申請の必要がある。

説明 
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説明 
馳名商標認定の意義は、下記のとおりです。

① 保護される範囲が非類似の商品・役務まで拡大し、即ち、指定商品の範囲を超え、

保護される力が強化されます。

② 官庁機関が商標審査又は侵害事件を処理する時には、より多くの配慮が受けられ、

保護を受ける分野が増えます。

③ 馳名商標をもって企業名称、ドメインネームの複製・模倣行為に対応することが

できます。

④ 特に無効審判の請求期限が長くなり、 年という制限を受けません。

⑤ ブランド価値を高め、市場競争力を強化することができます。

中国における馳名商標と著名商標の相違点について、下表のとおり簡

単にまとめました。少しでもご参考になれば幸いです。

相違点 馳名商標 著名商標

定義

中国の全土において公衆に広く

知られ、かつ高い知名度と影響

力を有する商標。

中国各省内（経済特別区も含む）が

独自の基準で著名性を判断し認定

する商標。

認定ルート

異議、取消又は侵害事件におい

て認定されるが、裁判による馳

名商標認定の手続に対してより

厳しく制限され、判決書に「馳

名商標」のような表現を避ける

ようになった。したがって、現

在、主に商標局又は商標審判委

員会により認定される。

各地の工商局に申請を提出して、認

定される。

有効期間 ――

各地の規定により、各地の有効期間

を有する（大部分が 年である）の

で、その後、再申請の必要がある。

説明 

保護範囲

「個別案件における認定」とい

う原則である。一つの案件で認

定された場合、当該案件のみ有

効であり、必ずしもその他の案

件に影響を与えるとは限らな

い。なお、馳名商標として保護

されたことが後の別件でも考慮

され得る。

一般的に 回継続して著名商標と

認定された場合、馳名商標を認定す

る時、証拠として提出すれば考慮さ

れ得る。

認定請求人 商標権者又は被許諾使用者

一部の地域で商標権者のみが規定

されるが、一部の地域で①商標権

者、②商標権者及び独占被許諾使用

者、③被許諾使用者（商標権者の授

権が有る場合）が規定される。しか

も、商標権者又は被許諾使用者が中

国の現地法人に限る。

認定所要時間

案件及び提出した著名性を証明

する証拠資料によって、所要時

間も異なる。 ヶ月かかったケー

スがあるが、 年以上かかったケ

ースもある。

各地によって異なるが、一般的に、

年ごとに 回、認定結果を公布す

る。

使用

実務上、裁定書などにおいて、

「馳名商標と認定する」のよう

な記載があれば、関連商品のラ

ベルなどに「馳名商標」である

旨を表示する企業が多くある。

認定された後、関連商品のラベルな

どに「★★著名商標」である旨を表

示する企業が多くある。
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260 
 

 
  

禁止 著作権は、地域性を有していない。しかも、「著作権法」第 24 条に

よれば、著作物の使用権には、専有使用権と非専有使用権がある。 

上記法律規定によれば、中国において、専有使用権を有する主体は、

関連機関へ著作物の並行輸入を制止するよう求めることができる。そ

れに対して、専有使用権を有していない場合、著作物の並行輸入は許

可されるべきである。 

許可 

 

「著作権法」と「著作権実施条例」には、並行輸入に関する規定がな

い。また、「国際著作権条約実施規定」には、著作物に対して保護を

していない国からの複写品は、その輸入を禁止すると規定している。 

したがって、現有の法律によれば、著作物に対して保護をしていない

国からの複写品は輸入を禁止されているものの、著作物に対して保護

をしている国からの複写品の輸入は禁止されていなく、これらの国か

らの著作物の並行輸入は許可されている。 
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資料編 
資料 模倣対策費用目安（料金表）

費用は代理事務所や調査会社によってかなりの開きがありますが、平均的な例を参考

までに以下に掲載します。 

．権利取得の手続きに必要な費用

（1）専利（発明特許、実用新案、意匠）関係  

標 準 料 金 表                 

標準

番号
項目

官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ 発明特許

発明特許出願の提出（印刷料を含む）

出願の国内段階への移行料金（印刷料を含む）

分割出願の提出（公開料を含む）

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

早期公開の請求 —

実体審査の請求

拒絶査定不服審判の請求

発明特許証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

251
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求

252

資料編
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求

263 
 

単一性の回復

Ⅱ 実用新案

実用新案出願の提出

分割出願の提出

出願の国内段階への移行料金

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

拒絶査定不服審判の請求

実用新案登録証の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－５年目

６年目－８年目

９年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

実用新案登録出願の猶予期間の請求

出願の単一性の回復
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実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場
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実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場
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合（先出願 件毎に）

新規性喪失の例外規定適用の請求 —

面接手数料 —

中国専利出願の認証謄本の提供

対応期間の延長（補正又は拒絶理由通知）

回目の延長（ ヶ月毎に）

） 回目の延長（ ヶ月毎に）

実施許諾契約の届出 —

専利権譲渡契約の登録

専利出願権譲渡契約の登録

翻訳料（原文 字につき）

英語から中国語へ —

日本語から中国語へ —

ドイツ語、ロシア語、フランス語から中国語へ —

中国語から英語へ —

中国語から日本語へ —

中国語からドイツ語、ロシア語、フランス語へ —

タイプ代

英語（ 頁につき） —

中国語（ 頁につき） —

コピー代（１枚につき） —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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優先権書類提出期限の延長申請 —

補正通知の報告及び応答 —

商標登録証の送付 —

商標登録証の再発行申請

優先権証明書類の発行申請

商標登録証明の発行申請

商標出願の取下げ申請 —

商標登録の取消申請 —

外国語商標の中国語訳名の提案 —

Ⅱ．審判／異議

拒絶／拒絶不服審判請求

全部又は部分的拒絶通知書の報告 —

拒絶査定不服審判請求

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

異議申立／異議審判請求

異議申立

異議裁定の報告 —

異議裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —
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証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—
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証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—
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他人による不使用取消審判で使用証拠の準備及

び提出
—

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁

通知書の報告

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁 —

Ⅲ．更新

更新申請

更新申請の延長請求

Ⅳ．変更／更正

出願人 商標権者名義変更申請

出願人 商標権者住所変更申請

出願人 商標権者名義 住所同時変更申請

代理人変更申請

指定商品の削除申請

その他の出願 登録事項の変更申請

申請 登録事項の更正申請

Ⅴ．使用許諾契約の届出

商標使用許諾契約の届出

商標許諾契約届出の変更 事前終止 —

Ⅵ．譲渡

譲渡申請

Ⅶ．調査とウォッチング

英語 漢字 数字商標の調査（一商標一区分） —
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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直接交渉 証拠収集が含まれない ―― ～

警告状
発送後の相手との交

渉、連絡が含まれない
――

 
 
．知財に関連手続きに必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

企業登録 企業登録手続きの代行 約
件（国内）

件（外資）

ソフトウェア

登記
ソフトウェア登記 件

著作物登記 著作物登記 ～ ～ 件

税関登録 税関登録 ～ 件

ドメイン登録

の英語ドメイン名
年

年

～ 件

国際ドメイン名 年

年

中国語の通用ドメイ

ン名 中国 公司 网络

年

年

国際中国語ドメイン名

中国語 中国語

年

年

通用ウェブサイト（インタ

ーネットキーワード）

年

年

無線ウェブサイト
年

年

ドメイン異議

申立

個

～ 個

～ 件
～ 個

～ 個

～ 個
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．そのほか

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

調査

現地調査 ―― ～ 社

工商登記ファイルの取寄

せ
約 ～ 社

工商登記資料の取寄せ 約 ～ 社

インターネットでの調査 ―― ～ 社

電話調査 ―― ～ 社

証拠収集と公

証

原本とコピー件が一致で

ある公証
～ 件 ～ 件

図書館から資料の取寄せ ～（ページ数に

基づく）
回

図書館から資料の調査・

取寄せ

～（ページ数に

基づく）

～

（普通）

～

（複雑、資料が膨大

である場合）

インターネット資料に関

する公証
件 ～ 件

公証付き購入 ～ 件

～

（店舗購入）

～

（工場購入）

～

（インターネット

購入）

ほかの現場公証 ～ 件 ～ 日
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き刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき行政処分を行う。

第八章 附則

第七十五条 国務院専利行政部門に専利を出願し、その他手続きを行う者は規定に基づ

き料金を納めなければならない。

第七十六条 本法は 年 月 日より施行する。

中華人民共和国商標法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議で採択 年

月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議「中華人民共和国商標法」改正

に関する決定により第 回改正 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会

第 回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定により第 回改正）

第一章 総則

第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品

質を保証させることを促がし、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産

者及び経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的としてこ

の法律を制定する。

第二条 国務院の工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。

国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係わる事項の処理に

責任を負う。

第三条 商標局の審査を経て登録された商標を登録商標という。登録商標は、商品商標、

役務商標、団体商標、及び証明商標とからなる。商標登録権者は商標専用権を享有し、

この法律の保護を受ける。

この法律にいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組

織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示

する標章のことを言う。

この法律でいう証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役

務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又

は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他
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き刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき行政処分を行う。

第八章 附則

第七十五条 国務院専利行政部門に専利を出願し、その他手続きを行う者は規定に基づ

き料金を納めなければならない。

第七十六条 本法は 年 月 日より施行する。

中華人民共和国商標法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議で採択 年

月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議「中華人民共和国商標法」改正

に関する決定により第 回改正 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会

第 回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定により第 回改正）

第一章 総則

第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品

質を保証させることを促がし、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産

者及び経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的としてこ

の法律を制定する。

第二条 国務院の工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。

国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係わる事項の処理に

責任を負う。

第三条 商標局の審査を経て登録された商標を登録商標という。登録商標は、商品商標、

役務商標、団体商標、及び証明商標とからなる。商標登録権者は商標専用権を享有し、

この法律の保護を受ける。

この法律にいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組

織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示

する標章のことを言う。

この法律でいう証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役

務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又

は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他
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の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。

団体商標、証明商標の登録、管理に関する事項は国務院工商行政管理部門により規定さ

れる。

第四条 自然人、法人又はその他の組織が、その生産、製造、加工、選定又は販売する

商品について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商品の商標登録を出

願しなければならない。

自然人、法人又はその他の組織が、その提供する役務内容について商標専用権を取得す

る必要がある場合には、商標局に役務商標の登録を出願しなければならない。

この法律の商品商標に関する規定は役務商標に適用する。

第五条 二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標局に共同で同一の商標登録を

出願し、共同で同商標権を享有、行使することができる。

第六条 国が登録商標を使用すべき旨を定めた商品については、商標登録出願をしなけ

ればならない。登録が未だ認められていないときは、市場で販売することができない。

第七条 商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければな

らない。各クラスの工商行政管理部門は、商標管理によって消費者を欺瞞する行為を禁

止しなければならない。

第八条 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができるい

かなる視覚的標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、

並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標として登録出願することができる。

第九条 登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先

に取得した合法的権利と抵触してはならない。

商標権者は「登録商標」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。

第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中

央国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のも

の。

（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し当該国政府の承諾

を得ている場合にはこの限りではない。

（三）各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し同組
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織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。

（四）管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と

同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。

（七）誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。

県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但

し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限り

ではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続する

ことができる。

第十一条 以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

（一）その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号。

（二）単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの。

（三）顕著な特徴に欠けるもの。

前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなっ

た場合には、商標として登録することができる。

第十二条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその商品自体の性質により生じた

形状、技術的効果を得るために必然な形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせる

ための形状である場合には、これを登録してはならない。

第十三条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人

の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生

じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標

を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益

に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。

第十四条 著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。

（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。
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織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。

（四）管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と

同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。

（七）誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。

県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但

し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限り

ではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続する

ことができる。

第十一条 以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

（一）その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号。

（二）単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎないもの。

（三）顕著な特徴に欠けるもの。

前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなっ

た場合には、商標として登録することができる。

第十二条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその商品自体の性質により生じた

形状、技術的効果を得るために必然な形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせる

ための形状である場合には、これを登録してはならない。

第十三条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人

の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生

じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標

を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益

に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。

第十四条 著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。

（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。
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（二）当該商標の持続的な使用期間。

（三）当該商標のあらゆる宣伝の持続期間、程度及び地理的範囲。

（四）当該商標の著名商標としての保護記録。

（五）当該商標の著名であることのその他の要因。

第十五条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代

表者の商標について登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場

合には、その出願を拒絶しかつその使用を禁止する。

第十六条 地理的表示を含めた商標は、その商品が同表示に示された地域によるもので

はなく公衆を誤認させる場合、その登録とその使用を禁止する。但し、既に善意によっ

て登録したものは存続する。

前項にいう地理的表示とは、商品がその地域に由来することを示し、同商品の特定の品

質、信用又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成さ

れたものの表示をいう。

第十七条 外国人又は外国企業が中国に商標登録を出願する場合、その所属国が中華人

民共和国と締結した取決め、又は相互に加盟する国際条約、或いは相互主義の原則によ

って手続きを行うものとする。

第十八条 外国人又は外国企業が中国で商標登録を出願し又はその他の商標関連事項

を申請する場合、国が認可した商標代理資格を有する代理組織に委託しなければならな

い。

第二章 商標登録の出願

第十九条 商標登録を出願するときは、定められた商品分類表に基づき商標を使用する

商品類及び商品名を明記しなければならない。

第二十条 商標登録出願人は異なる区分の商品について同一の商標を出願する場合に

は、商品区分表に従い出願をしなければならない。

第二十一条 登録商標を同一区分のその他の商品に使用する必要がある場合には、別に

登録出願しなければならない。

第二十二条 登録商標がその標章を変更する必要がある場合には、新規に登録出願を

しなければならない。

第二十三条 登録商標が登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要が
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ある場合には、変更出願をしなければならない。

第二十四条 商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から ヶ

月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をする場合には、当該国と中国が

締結した取決め又は共同で加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原

則に従って、優先権を享受することができる。

前項の規定により優先権を主張する場合には、商標登録を出願するときに書面で主張

し、かつ ヶ月以内に最初の出願にかかる商標登録出願の願書の副本を提出しなければ

ならない。書面による主張がなく又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合に

は､その優先権を主張しないものとみなす。

第二十五条 その商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初

に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から ヶ月以内である場合には、

同商標出願人は優先権を享受することができる。

前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、商標登録の願書を提出

するときに書面により主張し、かつ３ヶ月以内にその商品が出展された展示会の名称、

出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければな

らない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場

合には、優先権を主張しないもとみなす。

第二十六条 商標登録出願のために申請する事項と提出した資料は、真実、正確、完全

でなければならない。

第三章 商標登録の審査及び認可

第二十七条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たすときは、商標局

は初歩審定の決定を行い公告する。

第二十八条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の

同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は

類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第二十九条 人又は 人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品につ

いて、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩審

定をし公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩審定し公告

し、他方の出願は拒絶する。
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ある場合には、変更出願をしなければならない。

第二十四条 商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から ヶ

月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をする場合には、当該国と中国が

締結した取決め又は共同で加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原

則に従って、優先権を享受することができる。

前項の規定により優先権を主張する場合には、商標登録を出願するときに書面で主張

し、かつ ヶ月以内に最初の出願にかかる商標登録出願の願書の副本を提出しなければ

ならない。書面による主張がなく又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合に

は､その優先権を主張しないものとみなす。

第二十五条 その商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初

に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から ヶ月以内である場合には、

同商標出願人は優先権を享受することができる。

前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、商標登録の願書を提出

するときに書面により主張し、かつ３ヶ月以内にその商品が出展された展示会の名称、

出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければな

らない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場

合には、優先権を主張しないもとみなす。

第二十六条 商標登録出願のために申請する事項と提出した資料は、真実、正確、完全

でなければならない。

第三章 商標登録の審査及び認可

第二十七条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たすときは、商標局

は初歩審定の決定を行い公告する。

第二十八条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の

同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は

類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第二十九条 人又は 人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品につ

いて、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩審

定をし公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩審定し公告

し、他方の出願は拒絶する。
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第三十条 初歩審定された商標について、その公告の日から ヵ月以内に、何人も異

議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可

し商標登録証を交付し公告する。

第三十一条 商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人

が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。

第三十二条 出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書

面で通知しなければならない。商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を

受領した日から 日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審

委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に人

民法院に訴えを提起することができる。

第三十三条 初歩審定され公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は

異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明ら

かにした後、決定を下さなければならない。当事者は不服があるときは、通知を受領し

た日から 日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会

は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は、商標再審段階での相手方当事者

に対し第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

第三十四条 当事者が法律で定める期限内に商標局の裁定に対して再審を請求しない

か、又は商標評審委員会の裁定に対して人民法院に訴えを提起しない場合、裁定は効力

を発生する。裁定により異議が成立しないと決定された場合は、登録を認め商標登録証

を発行し公告する。異議が成立すると決定されたときは、登録を認めない。

裁定により異議が成立しないと決定され登録を許可した場合、商標登録出願人が取得す

る商標専用権の期間は、初歩審定の広告後 ヶ月が満了した日より起算する。

第三十五条 商標登録出願と商標再審請求は、直ちに審査しなければならない。

第三十六条 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな

誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。商標局は法律に基づき、職権の範

囲内でそれを訂正し、あわせて当事者に通知する。
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前項でいう誤記の訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。

第四章 登録商標の更新、譲渡及び使用許諾

第三十七条 登録商標の有効期間は 年とし、当該商標の登録日から起算する。

第三十八条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期

間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できない

ときは、 ヵ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了して出願しないとき

は、その登録商標を取消す。

毎回の更新登録の有効期間は 年とする。

更新登録は審査により許可された後、公告される。

第三十九条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同

して商標局に申請しなければならない。譲受人は使用するその登録商標の商品の品質を

保証しなければならない。

登録商標の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享

有する。

第四十条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使

用することを許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品

の品質を監督しなければならない。被許諾者はその登録商標を使用する商品の品質を保

証しなければならない。

他人の登録商標を使用することを許諾されているときは、その登録商標の商品に被許諾

者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。

商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。

第五章 登録商標争議の裁定

第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し

ている場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は

その登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標

の取消についての裁定を請求することができる。

登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反し

ている場合、商標の登録日から 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員

会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした
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前項でいう誤記の訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。

第四章 登録商標の更新、譲渡及び使用許諾

第三十七条 登録商標の有効期間は 年とし、当該商標の登録日から起算する。

第三十八条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期

間満了前 ヵ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できない

ときは、 ヵ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了して出願しないとき

は、その登録商標を取消す。

毎回の更新登録の有効期間は 年とする。

更新登録は審査により許可された後、公告される。

第三十九条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同

して商標局に申請しなければならない。譲受人は使用するその登録商標の商品の品質を

保証しなければならない。

登録商標の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標専用権を享

有する。

第四十条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使

用することを許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品

の品質を監督しなければならない。被許諾者はその登録商標を使用する商品の品質を保

証しなければならない。

他人の登録商標を使用することを許諾されているときは、その登録商標の商品に被許諾

者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。

商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。

第五章 登録商標争議の裁定

第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し

ている場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は

その登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標

の取消についての裁定を請求することができる。

登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反し

ている場合、商標の登録日から 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員

会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした
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者に対して、著名商標の所有者は、 年の期間制限を受けない。

前二項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日

から 年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。

商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁

書を求めなければならない。

第四十二条 異議申立を経て登録許可された商標については、同一の事実及び理由で

再び裁定を請求することはできない。

第四十三条 商標評審委員会は、争いがある登録商標の維持又は取消を裁定した後、

関係する当事者に書面で通知しなければならない。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に対して訴えを提起することができる。人民法院は商標裁定手続きの相手側の

当事者に第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

第六章 商標使用の管理

第四十四条 登録商標の使用において、次の各号行為の一があるときは、商標局は期

間を定めて是正を命じ又はその登録商標を取消す。

（一）登録商標を許可なく変更したとき。

（二）登録商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき

（三）登録商標を許可なしに譲渡したとき。

（四）継続して 年間使用しなかったとき。

第四十五条 登録商標を使用している商品が粗製濫造され、品質を偽り、消費者を欺

瞞しているときは、各クラスの工商行政管理部門は、それぞれの状況に応じて、期間を

定めて是正を命じ、警告又は罰金を科し、又は商標局を通じてその登録商標を取消すこ

とができる。

第四十六条 登録商標が取消され又は期間満了し更新されていないときは、取消又は

消滅の日から 年以内は、商標局はその商標と同じか又は類似する商標の登録を認めな

い。

第四十七条 この法律第六条の規定に違反しているときは、地方の工商行政管理部門

は期間を定めて登録出願を命じ、かつ罰金を科すことができる。

第四十八条 登録されていない商標を使用し、下記の各号の行為の一つがあるときは、

295

　　　　



306 
 

地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正させ、かつ警告又は罰金を

科すことができる。

（一）登録商標と偽っているとき。

（二）この法律第十条の規定に違反しているとき。

（三）粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いているとき。

第四十九条 商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服があるときは、通

知を受け取った日から 日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標

評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。

第五十条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条の規定

に基づき下した罰金の決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日

から 日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。期間内に訴えが提起されな

いか又は決定を履行しないときは、関係する工商行政管理部門は人民法院に強制執行を

請求する。

第七章 登録商標専用権の保護

第五十一条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限

られる。

第五十二条 下記の各号行為の一つがあるときは、登録商標専用権の侵害とする。

（一）商標登録権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又

は類似する商標を使用しているとき。

（二）登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき。

（三）無断で他人の登録商標の標章を偽造、無断で製造された登録商標の標章を販売し

ているとき。

（四）商標登録権者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、変更した商標を使用する商

品を市場に流通させたとき。

（五）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき。

第五十三条 本法第五十二条に定める登録商標専用権を侵害する行為の一つがある場

合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成立しない場合は、商標
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地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正させ、かつ警告又は罰金を

科すことができる。

（一）登録商標と偽っているとき。

（二）この法律第十条の規定に違反しているとき。

（三）粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いているとき。

第四十九条 商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服があるときは、通

知を受け取った日から 日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標

評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 日以内に、

人民法院に訴えを提起することができる。

第五十条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条の規定

に基づき下した罰金の決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日

から 日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。期間内に訴えが提起されな

いか又は決定を履行しないときは、関係する工商行政管理部門は人民法院に強制執行を

請求する。

第七章 登録商標専用権の保護

第五十一条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限

られる。

第五十二条 下記の各号行為の一つがあるときは、登録商標専用権の侵害とする。

（一）商標登録権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又

は類似する商標を使用しているとき。

（二）登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき。

（三）無断で他人の登録商標の標章を偽造、無断で製造された登録商標の標章を販売し

ているとき。

（四）商標登録権者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、変更した商標を使用する商

品を市場に流通させたとき。

（五）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき。

第五十三条 本法第五十二条に定める登録商標専用権を侵害する行為の一つがある場

合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成立しない場合は、商標
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登録権者又は利害関係人は人民法院に訴えを提起でき、また工商行政管理部門に処理を

請求することができる。工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即時に侵害行

為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造のために使用する器具を没収、

廃棄処分し、かつ罰金を科すことができる。当事者は処理に不服があるときは、処理通

知を受け取った日から 日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に訴え

を提起することができる。権利侵害人が期間内に訴訟を提起せず、かつ決定を履行しな

いときは、工商行政管理部門は人民法院に強制執行を請求することができる。処理を担

当する工商行政管理部門は当事者の請求により、商標専用権侵害の賠償金額について調

停することができる。調停が不調の場合、当事者は「中華人民共和国行政訴訟法」によ

り人民法院に訴えを提起することができる。

第五十四条 登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律より

調査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機関移送し法によ

り処理する。

第五十五条 県クラス以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報によ

り、他人の登録商標専用権侵害に疑義のある行為に対して取り調べをする際、以下の職

権を行使することができる。

（一）当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べること。

（二）当事者の侵害行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製

すること。

（三）他人の登録商標専用権の侵害行為に疑いのある場所を現場検証すること。

（四）侵害行為に関係する物品を検査し、他人の登録商標専用権を侵害する物品である

ことを証明する証拠がある場合、これを封印し、差し押さえること。

工商行政管理部門は前項に基づき職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、拒絶、

妨害してはならない。

第五十六条 商標専用権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得

た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行

為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。

前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失を確定

することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状により 万元以下の損害賠
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償を命ずる。

登録商標専用権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合

法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責を負

わない。

第五十七条 商標権者又は利害関係者は、他人がその商標専用権の侵害行為を行って

いるか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制

止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を被る恐れがある場合には、訴えを

提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求するこ

とができる。

人民法院は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条

から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第五十八条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の

入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴えを提起する前に人民法院に証拠

の保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受領した後、 時間以内に裁定を下さなければならない。保全措

置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない。

人民法院は請求人に担保の提供を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合

には、その請求を却下する。

請求人が、人民法院が保全措置を採用してから 日以内に提訴しない場合、人民法院は

保全措置を解除しなければならない。

第五十九条 商標登録者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用

し、当該行為が犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事

責任を追求する。

他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、若しくはその偽造し、無断で製造した

登録商標の標章を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外

に、法により刑事責任を追及する。

登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売することにより犯罪を構成する場合は、

被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。

第六十条 商標の登録、管理及び再審業務に従事する国家公務員は、私情なく公平に
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償を命ずる。

登録商標専用権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合

法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責を負

わない。

第五十七条 商標権者又は利害関係者は、他人がその商標専用権の侵害行為を行って

いるか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制

止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を被る恐れがある場合には、訴えを

提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求するこ

とができる。

人民法院は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条

から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第五十八条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の

入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴えを提起する前に人民法院に証拠

の保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受領した後、 時間以内に裁定を下さなければならない。保全措

置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない。

人民法院は請求人に担保の提供を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合

には、その請求を却下する。

請求人が、人民法院が保全措置を採用してから 日以内に提訴しない場合、人民法院は

保全措置を解除しなければならない。

第五十九条 商標登録者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用

し、当該行為が犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事

責任を追求する。

他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、若しくはその偽造し、無断で製造した

登録商標の標章を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外

に、法により刑事責任を追及する。

登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売することにより犯罪を構成する場合は、

被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。

第六十条 商標の登録、管理及び再審業務に従事する国家公務員は、私情なく公平に
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法律を執行し、廉潔に自らを律し、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければなら

ない。

商標局、商標評審委員会及び商標登録・管理、再審業務に従事する国家公務員は、商標

の代理業務及び商品の生産活動に従事してはならない。

第六十一条 工商行政管理局は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び

再審業務を責務とする国家公務員の、法律及び行政法規の執行に対して、また規則の遵

守についての状況を監督、点検しなければならない。

第六十二条 商標登録､管理及び再審業務に従事する国家公務員は、職務を怠り、職権

を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標の登録、管理及び再審を違法に処理し、

当事者から財物を受け取り、不正な利益をむさぼり、犯罪を構成する場合は、法により

刑事責任を追及する。なお犯罪を構成しない場合には、法により行政処分を与える。

第八章 附 則

第六十三条 商標登録出願及びその他の商標事務手続をするときは、手数料を納付し

なければならない。具体的な手数料の基準は別に定める。

第六十四条 この法律は、 年 月 日より施行する。 年 月 日国務院が

公布した「商標管理条例」は同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定は、この

法律と抵触するときは、同時に失効する。

この法律の施行前に既に登録された商標は、継続して有効とする。

中華人民共和国著作権法

（ 年 月 日第７期全国人民代表大会常務委員会第 回会議にて採択 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 回会議における「中華人民共和国著作権法」改

正に関する決定に基づき第一回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大買常務委員会

大 回会議における「中華人民共和国著作権法」改正に関する決定に基づき第二回改正）

第一章 総則

第一条 文学、芸術及び科学的著作物の著作者の著作権並びに著作権に隣接する権利・

利益を保護し、社会主義における精神的文明と物質的文明の建設に有益な作品の創作と

伝達を奨励し、更に社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促すべく、憲法に基づき
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2012年 11月に入手した情報に基づくものであり、

その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメント

は著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりである

ことを保証するものでないことを予めお断りします。 
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