


                                                                                             
 

第 3 章 実務マニュアル 

3.1 類似意匠出願 

１．類似の範囲、有効性、権利の独立性 

専利法第 31 条第 2項では、「一件の意匠特許出願は、一つの意匠に限られる。同一製品

における二つ以上の類似意匠は、一件の出願として提出することができる。」と規定してい

る。 

中国の審査基準によれば、一般的には、全体観察により、その他の意匠と基本意匠が同

一または類似のデザイン的特徴を有し、且つ両意匠の差異点が局部の細微な変化、当該分

野物品に慣用されているデザイン、繰り返し連続する構成要素の増減、または色彩のみ変

化などにある場合に類似意匠として判断するとされている。 

従って、以下の場合では、類似意匠として判断されることになる。 

 

（1）差異点が局部の微細な変化にある場合 

 

プラグ 

   

  デザイン 1       デザイン２      デザイン３ 

               

 

 これらの意匠の構造的な特徴から見れば、基本意匠のデザイン 1に比べ、デザイン２の

プラグ差込口の差込方向の長さだけが長いため、デザイン２はデザイン 1の類似意匠であ

ると判断される。また、基本意匠のデザイン 1に比べ、デザイン２のプラグ差込口の断面

形状（下辺）がすこし異なる。 
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（2）差異点が当該分野物品において慣用されるデザインにある場合 

 

ポケットティッシュの包装袋 

 

   

       デザイン１            デザイン２ 

 

 日常生活に使われているポケットティッシュでは、その包装袋の形状と構造はデザイン

１とデザイン 2との 2種類が存在している。これらはポケットティッシュという分野にお

いて慣用されるデザインであるため、デザイン１とデザイン 2に印刷されている模倣のデ

ザインが同じであることから、デザイン１とデザイン 2は類似意匠であると判断される。

つまり、これらの形状と構造上での差異は当該分野物品において慣用されるデザインにあ

るため、デザイン１とデザイン 2は類似意匠であると判断される。 

 

 

（3）差異点が繰り返し連続する構成要素の増減にある場合 

 

蛍光灯 

     

デザイン１       デザイン２      デザイン３ 

 

蛍光灯の基本意匠としてのデザイン１では、３つの同一形状の構成要素からなっているこ

とに対し、デザイン２では、デザイン１と同じ構成要素の４つからなっており、デザイン
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３では、デザイン１と同じ構成要素の５つからなっている。デザイン２またはデザイン３

のデザイン１との相違点が構成要素の数だけが異なり、且つそれらの構成要素の構成方法

が繰り返し連続しているため、デザイン２またはデザイン３はデザイン１の類似意匠であ

ると判断される。 

 

 

（4）差異点が色彩の変化にある場合 

 

掃除機 

 

デザイン１ デザイン２ デザイン３ デザイン４ デザイン５ 

 これらの掃除機が形状と構造上でのデザインがまったく同じ、本体およびホースの色だ

けが異なる。従って、これらのデザインの差異点が色彩の変化だけにあるため、これらの

デザインが類似意匠であると判断される。 

 

 

２．類否の判断手段、物品が異なる場合の類似性 

（1）同一物品 

一件の出願において、その他の意匠と基本意匠の物品名称が同一でありかつ用途が同一

である物品を指す。 
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  例えば、上記の灰皿と碗の場合では、両者のデザインが似ているが、物品名称と物品

用途が異なるため、この 2つの意匠を 1つの類似意匠出願とすることができない。 

 

（2）製品の全体と分割可能な部品のデザイン 

 

照明灯 

   

デザイン 1      デザイン２      デザイン３ 

 

 また、照明灯のデザイン 1 では、当該照明灯の構造は照明灯本体と当該本体を支持する

支持部材からなっており、照明灯本体が当該照明灯の支持部材から取り出す可能な部品で

ある。デザイン 1 の製品全体の意匠に比べ、デザイン２とデザイン３は照明灯本体に関す

る意匠なので、デザイン２とデザイン３はデザイン 1 の類似意匠とした一件の出願が認め

られないことになる。 
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3.2  意匠の簡単な説明 

１．記載基準 

専利法第 59 条 2 項に、意匠権の保護範囲は、図面又は写真に示す当該製品の意匠を基準

とし、簡単な説明は、図面又は写真に示す当該製品の意匠の解釈に用いることができる、

と定めている。  

専利法実施細則第 28 条によると、簡単な説明には次に掲げる内容を含めるものとする。  

（1）意匠に係わる製品の名称。簡単な説明における製品の名称は、願書における製品の名

称と一致するものとする。  

（2）意匠に係わる製品の用途。簡単な説明において、製品の区分確定につながるような用

途を明記するものとする。複数種の用途を持つ製品は、簡単な説明において対象製品の複

数種の用途を明記する。  

（3）意匠の設計要点。設計要点とは現有意匠と区別されるような製品の形状・図案および

その組合せ、或いは色彩と形状、図案の組合せ、又は部位を指す。設計要点の記述は簡潔

にすべきである。  

（4）設計要点が も明瞭に示されている一枚の図面或いは写真を指定する。指定された図

面或いは写真は、意匠公報の発行に利用される。  

なお、次のような状況を簡単な説明に明記するものとする。  

（1）色彩について意匠を受けようとする、或いは図面の省略がある場合。  

色彩について意匠を受けようとする意匠出願は、簡単な説明にこれを記述する。  

意匠出願において図面の省略がある場合、出願人は通常、対称のためや同一のためにこ

れを省略する等、図面省略の具体的な理由を明記する。明記することが困難な場合、ある

図面の省略だけを明記してもよい。例えば、大型装置に底面図がない場合、「底面図省略」

だけと記述してもよい。  

（2）1 つの製品における複数項目の類似意匠について 1 件の意匠出願をする場合、簡単な

説明において、そのうちの 1項を基本意匠として指定するものとする。  

（3）更紗や壁紙などの平面製品は、必要に応じて平面製品におけるユニット図案が二方向

連続又は四方向連続など限定する境界がない状況を記述する。  

（4）細長いものは、必要に応じて細長い製品の長さについて省略の画法を採用した旨を明

記する。  

（5）製品の意匠が、透明材料又は特殊な視覚的効果を有する新たな材料からなる場合、必

要に応じて簡単な説明にこれを明記する。  

（6）意匠に係わる製品がセット製品に属する場合は、必要に応じて各セット部品が対応す

る製品の名称を明記する。  

簡単な説明には、商業的な宣伝文句を用いてはならず、且つ製品の性能と内部構造の説

明に用いてはならない。 
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２．権利範囲への影響 

意匠の簡単な説明は、意匠権の権利範囲を確定するにあたって「図面または写真に示さ

れた製品の意匠の解釈に用いることができる」としている（中国専利法 59 条２項）。 

しかし、意匠の簡単な説明は意匠権の権利範囲へどのように影響されるかについて調査

したところでは、実際の案例が見つかっておらず、当局へ確認したところでは、図面また

は写真に表示されている意匠の特徴より簡単な説明の位置づけが補助的な地位であり、特

段に限定しない記載であれば、意匠権の範囲をせまく解釈することがないとの回答があっ

た。また、簡単な説明に記載されたデザインの特徴またはデザインのポイントが類似判断

時の参考要素としている回答もある。 
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3.3 創作非容易性 

専利法第 23 条第 2項では、専利権を付与する意匠は、既存意匠又は既存意匠の特徴の組

み合わせと比べて明らかな違いがあることとする。 

専利審査指南では、明らかな違いを有しない３つのケースを次のように明確にしている。 

１．顕著な影響を有しない 

材料の置き換え、サイズの変化および機能、内部構造の変化のみの場合。 

２．転用 

非同一・非類似種類の製品であり、単独比較して、微細な差異、転用の示唆が存在する

場合。 

３．結合 

結合して比較して、微細な差異、結合の示唆が存在する場合。 

 

以下では、「明らかな違いを有しない」と判断されたいくつかの事例を紹介する。 

 

事例１ 

 

  

    

 

 この事例では、簡単に２つの製品を結合させた典型的な事例であり、結合後の意匠が既

存意匠１と既存意匠からの結合の示唆があったため、創作非容易性の要件を満たさないと

判断される。 

 

専利法第２３条第２項 結合

結合の示唆 
既存意匠１ 既存意匠２ 
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事例２ 

 

  

本願意匠の電動剃刀では、そのハンドル部分が対比意匠１のハンドルとほぼ同じ形状を

有し、そのヘッド部分が対比意匠２のヘッド部分とほぼ同じ形状を有しており、簡単な置

き換えと結合に属しているため、本願意匠は創作非容易性の要件を満たさないと判断され

る。つまり、本願意匠の電動剃刀は対比意匠１のハンドルと対比意匠２のヘッド部分とを

結合させたものであり、容易に創作したものであると判断された。 

本願専利 

対比意匠１

対比意匠 2 
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事例 3 

 

 本願意匠 

 

この事例が既存意匠を公知設計と結合させた事例である。つまり、本願意匠のラベル部

分が対比意匠を利用し、そして、オープン缶の形状については公知設計の一種に過ぎない

ため、このような結合からなる本願意匠も創作非容易性の要件を満たさないと判断される。 

 本願意匠のラベルの細部では、対比意匠とは若干異なるが、全体のデザインとイメージ

がほぼ同じであるため、類似であると判断された。 

正面図 左側面図 

背面図 斜視図 

公知のイージー 
オープン缶形状 

対比意匠 
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事例４ 

  

 

 

 本願意匠の構成は対比意匠 1に比べ、台座底板の形状が異なり（円形と四角形）、対比意

匠 2及び対比意匠３に比べ、ファンヘッダの部分の形状が異なるが、対比意匠１～３を知

った当業者がそれらの特徴を結合させれば容易に本願意匠をデザインできるため、本願意

匠は、創作非容易性の要件を満たさないと判断される。 

対比意匠 2 

斜視図 正面図 左側面図

平面図 

本願意匠 

正面図 左側面図

対比意匠 1

対比意匠 3 
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事例５ 

 

 

  

また、この事例の本願意匠はファンヘッダと台座とが一体となるなだらかな設計となっ

ているが、このような設計が対比意匠３により開示されているため、対比意匠１、対比意

匠２および対比意匠３の結合に対し、創作非容易性の要件を満たさないと判断される。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本願意匠 

ファンヘッダと台

座とが一体となる

一体式のなだらか

対比意匠１ 対比意匠２

対比意匠３
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事例６ 

 

 

 この事例の本願意匠はピアノ型電話機であるが、ピアノ型電話機はすでに対比意匠１に

より開示されている。一方、本願意匠のピアノ型電話機の脚立の部分が対比意匠２である

ピアノの脚立から転用されている。従って、本願意匠は創作非容易性の要件を満たさない

と判断される。 

  

専利法第 23条第 2項でいう既存意匠の特徴については通常、次のように定義されている。 

既存意匠の特徴とは、既存意匠における一部の設計要素またはその結合、または全体の

意匠物品における部品の設計などのような、既存意匠のある構成部分の設計を指す。 

これについては、次の２つの要件が含まれていると考える。 

（１）相対的に独特な視覚効果を有する部分であるべき。 

（２）既存意匠から特定に選択、区分して取得した設計は既存意匠の特徴に属さない。 

  

 

 

 

 

 

本願意匠 電話機
対比意匠１ 電話機

対比意匠２ ピアノ

置き換え
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事例７ 

     

 この事例の既存意匠の特徴から見れば、本体部分にある模様と本体部分上方の耳である

と判断される。つまり、この花瓶に関する意匠にどこか特徴を有するかを判断する際、本

体部分にある模様と本体部分上方の耳のところを注目することになる。 

 

事例８ 

 

 

  

また、既存意匠であるペットボトルの一部分を切り取ってなる「御米取り」については

既存意匠の特徴が含まれていると判断される。 

既存意匠

の特徴？ 

                                      中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書  39



                                                                                             
 

事例９ 

 

 

  

この事例の本願意匠は対比意匠１～４の既存意匠の特徴を利用して置き換えてなるもの

として判断され、創作非容易性の要件を満たさないと判断される。つまり、本願意匠は対

比意匠１の本体部分と、対比意匠２の蓋部分と、対比意匠３の取っ手部分及び注ぎ口と、

対比意匠４の蓋上の掴み部分などの特徴を利用して完成されたものであると判断される。 

言い換えれば、本願意匠の各部分の特徴が既存意匠から得られていることから、創作非

容易性の要件を満たさないと判断される。従って、本願意匠の各部分の特徴において 1つ

の部分における特徴が既存意匠から開示されていなければ、創作非容易性の要件を満たす

と判断される可能性がある。 

 

対比意匠１ 対比意匠２ 

対比意匠３

対比意匠４ 

本願意匠 
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事例１０ 

 

独特の視覚効果を生む例 

 

 

 

中国では既存意匠又は既存意匠の特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがある場合は、

意匠権を付与することになっている。その中では、既存意匠の特徴の組み合わせは独特な

視覚効果を生んだ場合は、「明らかな違いを有する」と判断されることになる。 

この事例９では、本願意匠の本体の形状および本体に付した模様がそれぞれ既存意匠よ

り公開されており、つまり、本願意匠は既存意匠の特徴の組み合わせからなっている。し

かし、このような二つの既存意匠の特徴を組み合わせた結果、本願意匠の視覚効果として、

可愛い目を有する魚の形状となっており、いわゆる独特な視覚効果が生まれたと考える。

従って、本願意匠は既存意匠に対し、明らかな違いを有すると判断され、創作非容易性の

要件を満たすと判断される。 

 

 

既存意匠 本願意匠 
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3.4  優先権（部分意匠出願を基礎とする出願） 

 

中国の関連規定では、「製品の分割不可能な、または単独で販売することが不可能で、か

つ単独の使用が不可能な局部のデザインは保護客体とはならない。」としている。 

 

 

      

コップの取っ手 ×       コップ ○ 

 

 上記の写真で表示されているように、中国ではコップという物品については意匠権の保

護客体とされているが、コップの取っ手については意匠権の保護客体とされていない。 

 

 一方、製品から分割可能、単独で販売できる下記のようなオートバイの部品については、

意匠権の保護客体とされている。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

バックミラー

ガソリンタンク 

バイクシート 
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中国では部分意匠制度がないので、日本で部分意匠の意匠登録出願を行い、その出願に

基づいて中国に優先権主張出願をする場合も、破線部分を実線に直す必要がある。 

この場合、1) 日本出願と中国出願の意匠に係る物品が同一、2) 日本出願に係る意匠が

中国出願に明確に表わされている、という二つの要件を満たせば、意匠の同一性が認めら

れ、優先権が認められることになる。 

また、次のように中国出願した場合も優先権が認められる。  

・基礎出願に表れていた破線部分の形状を若干省略して中国出願する。 

・基礎出願の実線部分を独立部品として取扱い可能な場合、その部品のみ（破線部分を全

て除外する）につき中国出願をする。 
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3.5 明らかな無効な意匠への対応 

１．意匠権者から警告を受けた場合 

対象意匠権の権利者から警告を受けた場合、次のような対策を検討したほうがよいと考

える。 

(1) 無効宣告請求 

警告を受けることは、権利者から権利行使される可能性が高くなるため、まず対象意匠

権に対する無効宣告請求の可能性を検討すべきである。これまでに確保している公開証拠

や無効資料などに基づいて対象意匠権を無効にさせる可能性が高いと判断される場合は、

無効宣告請求の準備を行い、権利行使されるタイミングに合わせて無効宣告請求を提起す

るか、または無効宣告請求提起の放棄を交渉条件として権利者側と和解交渉する対策を検

討して対応したほうがよいと考える。一方、これまでに確保している公開証拠や無効資料

などに基づいて対象実用新案権を無効にさせる可能性が低いと判断される場合は、後述す

るその他の対策を検討する必要がある。 

(2) 非侵害確認訴訟 

 非侵害確認訴訟とは、行為者が専利権を侵害していると所有者から警告を受けたが、所

有者が一定な期間を経過しても正式に訴訟提起せず、行為者が当該専利権を侵害している

かどうかについて憂慮し、将来的に所有者側から提起する可能性のある同様の訴訟を回避

したい場合に、その行為が権利侵害に該当しないことを裁判所に確認してもらうために提

起する訴訟のことをいう。 

 中国の 高人民法院による「専利権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干

問題についての解釈」では「権利者が他人に対し専利権侵害の警告を発送し、警告された

者又は利害関係者が書面にて権利者に訴訟権の行使を催告し、権利者が当該書面による催

告を受領した日から1か月以内又は書面による催告が発送された日から2か月以内に、権利

者が警告の撤回も訴訟の提起も行わず、警告された者又は利害関係者が裁判所にその行為

が専利権を侵害しないことの確認を求める訴訟を提起した場合、裁判所はこれを受理しな

ければならない。」と規定している。 

この規定は、これまで専利権侵害の紛争になかった当事者間のケースを念頭に置いてい

ると思われる。① 権利者からの書面による警告を受領したことを理由に非侵害確認訴訟を

提起する場合、書面による催告手続を完了しなければならず、且つ一定期間待たなければ

ならず、そうでなければ、人民法院は受理しない。② 上述の警告又は催告の受領の経緯が

なく、また「民事訴訟法」第1 0 8 条（一） に定める「直接の利害関係」の存在を証明す

るその他の証拠がない場合、人民法院は受理しない。 

 従って、上記規定の要件を満たした場合は、非侵害確認訴訟を提起することができる。

一方、上記の規定は非侵害確認訴訟の請求を「受理しなければならない」状況を1つ定めて

いるだけで、非侵害確認訴訟がこれ以外の場合に一切受理されないとまでは規定していな
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いと考えられる。 

 しかし、非侵害確認訴訟対策を採用するかどうかは、まず対象技術が対象意匠権を侵害

するかどうかの自己判断が必要であるとともに、これまでに確保している公開証拠や無効

資料などに基づいて対象意匠権を無効にさせる可能性がどのぐらいあるかを判断する必要

がある。これまでに確保している公開証拠や無効資料などに基づいて対象意匠権を無効に

させる可能性が低いが、対象技術が対象意匠権を侵害する可能性も低いと判断された場合

であって、今後権利者側からの同様な訴訟を回避したく、または今後侵害だと判断された

場合のリスクが大きく考えられる場合は、非侵害確認訴訟対策を検討したほうがよいと考

える。この場合は、上記規定の要件を満たすための書面催告などの手続きを行う必要があ

る。 

 

２．行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合 

 警告を受けずいきなり行政による権利行使または司法による権利行使を受けた場合、ま

たは警告を受けたが、権利行使が回避されなかった場合は、行政処理または訴訟の段階で

は次のような対策を検討する必要がある。 

(1) 行政処理または訴訟審理の中止請求 

対象意匠権に対する無効宣告請求を行う場合では、公開証拠または無効資料を持って答

弁期間にできるだけ早く対象意匠権に対する無効宣告請求手続きを国家知識産権局に提出

する。そして、その無効宣告請求の受理通知と無効理由およびその証拠を行政機関または

裁判所に提出すれば、訴訟審理中止を請求することができる。 

 また、紛争中、権利者側から対象意匠権の評価報告書を提出しなかった場合では、自ら

対象意匠権の評価報告書の有無を調査し、その結果に基づいて審理中止請求を提出するこ

とができる。 

中国では意匠権の評価報告については（1）意匠権の権利者または利害関係者しか評価報

告を請求できないこと、（2）意匠権の付与前は評価報告を請求できないこと、（3）評価報

告の請求は1 回に限られるとされている。 

また、評価報告書を請求できる利害関係者は単独で意匠権を行使し得る者（例えば実施

許諾を受けたライセンシーなど）を意味している。権利者から警告を受けたもの、あるい

は直接権利者側から権利行使された第三者などは含まれない。従って、実質上、権利者側

しか評価報告を請求できなくなっている。 

また、出願日が現行専利法の施行後（2009年10月1日から）である意匠権のみに対しては

評価報告書を作成することができる。なお、現行専利法の施行後（2009年10月1日から）に

出願した意匠権を対象に作成した評価報告書は誰でも覧または複製できることとなる。し

かし、各特許検索システムでは評価報告書の作成有無やその内容を検索できず、対象意匠

権の専利登記簿を取り寄せることしか評価報告書の作成有無やその内容を検索・確認でき

ないようになっている。 
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(2) 公知技術抗弁、先使用権抗弁および合法的仕入れ元抗弁 

対象意匠権に対する無効宣告請求手続きを提出したが、対象意匠権を無効できるかどう

かが不明な場合は、公知技術抗弁や先使用権抗弁および合法的仕入れ元抗弁などの証拠を

用意して行政処理または訴訟に備える必要がある。 

①公知技術抗弁 

中国専利法第６２条では、「専利侵権紛争において、権利侵害者として告訴された者が、

その実施する技術又は設計が公知技術、あるいは公知設計に属することを証明する証拠を

有している場合、専利権侵害を構成しないものとする。」と規定している。 

従って、実施している物品のデザインが公知設計に属する場合、その公知設計を実施し

ていると抗弁することができる。この公知設計は対象意匠の出願日（または優先権日）よ

り前に公開されているものである。 

②先使用権抗弁 

対象物品の意匠は対象意匠の出願日（または優先権日）より前に非公開的に実施され、

または実施の準備が整えた場合は、確保された先使用権の証拠を用いて抗弁することがで

きる。 

また、先使用権抗弁を行う際、今の実施規模が先使用権の証拠により反映された「従来

の範囲」であることを証明する必要がある。 

③合法的仕入れ元抗弁 

中国専利法第７０条では、「専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知してい

ない状況において、生産経営を目的として専利権侵害製品を使用したり、販売を許諾した

りした場合、あるいは販売したりした場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるも

のは賠償責任を負わない」と規定している。 

従って、製品（完成品）に組まれる中間製品（部品）が他者から仕入れ、または他者技

術に基づいて作られる場合は、中間製品仕入れ先または技術導入先との間にあらかじめ関

連契約を締結した場合、それらの関連契約などを持って合法的仕入れ元抗弁を行うことが

できる。 

      46  中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書



                                                                                             
 

3.6 意匠調査 

 中国の意匠出願がほとんど紙媒体にて行われているため、意匠の書誌情報である意匠の

物品名称や意匠の国際分類番号、そして出願人（権利者）情報などを用いて検索しかでき

ない。また、検索された結果に対する判断も手めくりで行うしかない。従って、中国にお

ける意匠調査およびその調査結果の抽出と判断は容易ではない。 

以下では、中国における意匠調査を実施する際の利用可能な検索の方法および代表的な

検索データベースの状況及び特徴とともに簡単に紹介する。 

 

１．SIPO（国家知識産権局）の検索データベース 

当該検索データベースは中国専利の出願登録を管轄する官庁である国家知識産権局（日

本の特許庁に当たる）のオフィシャル検索データベースであり、すべての機能が無料で開

放されている。 

このデータベースを利用して、意匠を検索する際、基本的に下記の書式検索機能にて行

うこととなる。 

 

この書式検索機能では、意匠の物品名称や意匠国際分類番号を用いて検索することがで

きる。 
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 意匠の物品名称を「自動車（中国語：汽車）」で検索して、その検索結果にある意匠権を

表示させたときの画面が次のとおりである。書誌事項と意匠の図面（または写真）がすべ

て並べて表示されるようになっている。 

 

 

 

2.CNIPR（知識産権出版社）の検索データベース 

当該検索データベースは中国専利公報を発行する知識産権出版社（国家知識産権局の外

郭団体）の商用検索データベースであり、一部の機能を除いてほとんどの検索機能が無料

で開放されている。 

このデータベースを利用して、意匠を検索する際、基本的に下記の書式検索機能にて行

うこととなる。 
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この書式検索機能では、同様に意匠の物品名称や意匠国際分類番号を用いて検索するこ

とができる。 

 

意匠の物品名称を「自動車（中国語：汽車）」で検索して、その検索結果にある意匠権を

表示させたときの画面が次のとおりである。主な書誌事項と簡単な説明および代表図（ま

たは代表写真）が表示されるようになっている。 

 

 

                                      中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書  49



                                                                                             
 

付属資料 意匠に関する審査基準の抜粋 

 

一、意匠専利出願の方式審査  

 

1. 序文  

専利法 3条と 40 条の規定によると、専利局は意匠専利出願を受理・審査し、方式審査を経

て、却下理由を見つけていない場合、意匠専利権を付与する旨の決定を下し、相応した専

利証書を発行するとともに、公告を行う。従って、意匠専利出願の方式審査は意匠専利出

願を受理した後、専利権を付与する前までの必要な手続である。  

意匠専利出願の方式審査範囲は以下のとおりになる。  

（１） 出願書類の形式審査は、専利出願には専利法 27 条 1 項に規定された出願書類を含

めるか、これらの書類は専利法実施細則 2 条、3 条 1 項、16 条、27 条、28 条、29 条、35

条 3 項、51 条、52 条、119 条、121 条の規定に合致するものかということを含む。  

（２） 出願書類の顕著な実質的欠陥の審査は、専利出願は明らかに専利法 5条第 1項、25

条 1 項（6）号に規定された状況に該当するものか、専利法 18 条、19 条 1 項の規定に合致

しないものか、明らかに専利法 2 条 4 項、23 条 1 項、27 条 2 項、31 条 2 項、33 条及び専

利法実施細則 43 条 1 項の規定に合致しないものか、専利法 9条の規定に基づいては専利権

を取得できないかということを含む。  

（３） その他の書類の形式審査は、専利出願に関連するその他の手続と書類は、専利法 24

条、29 条 1 項、30 条及び専利法実施細則 6条、15 条 3 項と 4項、30 条、31 条、32 条 1 項、

33 条、36 条、42 条、43 条 2 項と 3 項、45 条、86 条、100 条の規定に合致するものかとい

うことを含む。  

（４） 関連費用の審査は、専利出願は専利法実施細則 93 条、95 条、99 条の規定に従い、

関連費用を納付しているかということを含む。  

2. 審査の原則  

方式審査の手続において、審査官は以下の審査原則に従わなければならない。  

（１） 秘密保持の原則  

審査官は専利出願の審査手続において、秘密保持の関連規定に基づき、公告されていない

専利出願書類や、専利出願に関するその他の内容、及びその他開示に適しない情報に対し

て秘密保持の責任を負う。  

（２） 書面による審査の原則  

審査官は、出願人が提出した書面による書類を基礎として審査し、審査意見（補正通知を

含む）と審査結果を書面による方式で出願人に通知しなければならない。方式審査手続に

おいて、面接しないことを原則とする。  

（３） ヒアリングの原則  

審査官は却下決定を下す前に、却下の根拠となる事実、理由、証拠を出願人に通知し、意
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見陳述及び/又は出願書類を補正する機会を 低 1 回、出願人に供与しなければならない。

審査官が却下決定を下す際は、却下決定の根拠となる事実や理由及び証拠は、出願人に通

知してあるものでなければならず、新たな事実、理由及び/又は証拠を含めてはならない。  

（４） 手続の節約原則  

規定に合致することを前提に、審査官はなるべく審査効率を高めて、審査過程を短縮しな

ければならない。補正により克服できる欠陥のある出願について、審査官は全面審査を実

施し、なるべく 1 回の補正通知書において全ての欠陥を指摘しなければならない。補正に

よっても克服できない実質的欠陥がある出願について、審査官は出願書類とその他の書類

の形式上の欠陥を審査せず、審査意見通知書において実質的欠陥のみを指摘して良いとす

る。すべての欠陥が職権に基づいた補正により克服できる出願について、審査官は補正通

知書を出さなくても良い。  

前述の原則に従うとともに、審査官は未提出とみなす、取下げとみなす、却下などの処分

決定を下すと同時に、起動できる後続手続を出願人に告知しなければならない。  

3. 審査手続  

3.1 専利権付与通知  

方式審査を経て、却下の理由を見つけていない意匠専利出願について、審査官は意匠専利

権付与通知を発行しなければならない。専利権を付与できる意匠専利出願は補正せずに方

式審査の要求に合致する専利出願、及び補正を経て、方式審査の要求に合致する専利出願

を含む。  

3.2 出願書類の補正  

方式審査において、出願書類に補正により克服できる欠陥が存在する専利出願に対して、

審査官は全面審査を行い、補正通知書を発行しなければならない。出願人が補正しても、

出願書類に欠陥が存在する場合、審査官は補正通知書を再び発行しなければならない。  

補正通知書は受取人情報、記載事項を除いて、以下の内容を含まなければならない。  

（1）補正通知書の対象は、出願人がいつ提出した何の文書であるかを指摘する。  

（2）出願書類に存在する欠陥を明確かつ詳細に指摘するとともに、専利法及びその実施細

則に合致していない関連条項を明示する。  

（3）出願人が審査官の意図を理解するように、審査官の方向性のある見解及び可能なアド

バイスを明確かつ詳細に説明する。  

（4）出願人が補正通知書に答弁する期限を指定する。  

3.3 顕著な実質的欠陥に対する処理  

方式審査において、出願書類に方式によっても克服できない顕著な実質的欠陥が存在する

専利出願について、審査官は審査意見通知書を発行しなければならない。  

審査通知書は受取人情報、記載事項のほかに、以下の内容を含まなければならない。  

（1）審査通知書の対象は、出願人がいつ提出した何の文書であるかを指摘する。  

（2）出願書類に存在する欠陥を明確かつ詳細に指摘するとともに、専利法及びその実施細
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則に合致していない関連条項を指摘する。出願書類に顕著な実質的欠陥が存在するという

事実について、必要な際、関連証拠に合わせて分析しなければならない。  

（3）審査官が専利法及びその実施細則の関連規定に基づき、専利出願を却下する方向性の

ある見解を説明する。  

（4）出願人が審査意見通知書に答弁する期限を指定する。  

3.4 通知書に対する答弁  

出願人は補正通知書又は審査意見通知書を受取った後に、指定された期限以内に補正する

か、又は意見を陳述しなければならない。出願人は専利出願を補正する場合、補正書及び

相応した修正書類の差し替え頁を提出しなければならない。出願書類の修正の差し替え頁

は一式 2 通作成するものとし、その他の書類は１部のみを提出すれば良い。出願書類の修

正は通知書に指摘された欠陥に対して行わなければならない。修正内容は出願日に提出さ

れた図面又は写真で示される範囲を超えてはならない。  

出願人は期限内に答弁しない場合、審査官は状況により、取下げとみなす通知書又はその

他の通知書を発行しなければならない。出願人は正当な理由によって、指定された期限以

内に答弁できない場合、期限延長請求を提出して良いとする。  

不可抗力的な事由又はその他の正当な理由によって期限に遅れたため、専利出願が取下げ

たものと見なされた場合、出願人は規定された期限以内に専利局に権利回復請求を提出し

て良いとする。  

3.5 出願の却下  

出願書類に顕著な実質的欠陥が存在しており、審査官が意見通知書を出した後に、出願人

が意見陳述又は補正を行っても、欠陥を除去していない場合、又は出願書類に形式上の欠

陥が存在しており、審査官が当該欠陥に対し補正通知書を 2 回出しており、出願人が意見

陳述又は補正を行っても、欠陥を除去していない場合、審査官は却下決定を下して良いと

する。  

却下決定の正文には案件の事由、却下理由と決定の 3 つの部分の内容を含まなければなら

ない。  

案件の事由の部分では、却下される出願の審査過程を簡潔に記述する。つまり、各回の審

査意見及び出願人の答弁の概要、出願に存在しているもので、却下されることになった欠

陥、並びに却下決定の対象である出願書類を記述しなければならない。  

却下理由の部分では、却下についての事実、理由、証拠を説明し、かつ以下に挙げられる

要求に合致しなければならない。  

（１）正確な法令条項を採用する。同時に専利法及び実施細則の異なる条項に基づいて、

専利出願を却下することができる場合、その中の も適切で、主導的な位置づけになって

いる条項を却下の主な法的根拠とするとともに、出願に存在するその他の実質的欠陥を簡

潔に指摘しなければならない。  

（２）納得してもらえる事実、理由と証拠を却下の根拠とする。そして、これらの事実、

      52  中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書



                                                                                             
 

理由と証拠は、出願人に通知し、意見陳述及び/又は出願書類を補正する機会を 低 1 回、

出願人に供与していなければならない。  

審査官は却下理由の部分において、出願人の弁明意見について簡潔なコメントをしなけれ

ばならない。  

決定の部分では当該専利出願で専利法及びその実施細則に合致しない対応条項を明示する

とともに、専利法実施細則 44 条 2 項の規定に基づき、当該専利出願を却下する旨を説明し

なければならない。  

3.6 前置審査と復審後の処理  

専利法及び実施細則の規定に合致しないため、専利出願が却下されて、出願人は却下決定

に対して不服がある場合、規定された期限以内に専利復審委員会に復審請求を提出して良

いとする。  

4. 出願書類の審査  

専利法 27 条の規定によると、意匠専利を出願する場合、願書、当該意匠の図面又は写真及

び当該意匠に対する簡単な説明などの書類を提出しなければならない。出願人が提出した

関連図面又は写真は、専利保護を請求する製品の意匠を明らかに表示していなければなら

ない。  

4.1 願書  

4.1.1 意匠を実施した製品の名称  

意匠を実施した製品の名称は、図面または写真に示された意匠が用いられる製品の種別に

対し説明の役割を有している。意匠を実施した製品の名称は意匠の図面または写真に示さ

れた意匠に合致し、保護を求める製品の意匠を正確かつ簡明に表明しなければならない。

一般的に、製品の名称は国際意匠分類表の小区分に列挙された名称に合致するものとする。

製品の名称は一般的に 20 字を超えてはならない。  

製品の名称には通常、以下のような状況を避けなければならない。  

（1） 人名、地名、国名、機構の名称、商標、コード、型番を含む名称、或いは歴史時代

で命名された製品の名称 

（2） 「文房具」、「炊事用具」、「楽器」、「建築用製品」など、概括が適宜ではなく、抽象

すぎる名称；  

（3） 「省ガソリンエンジン」、「人体身長を高くする機能を持つインソール」、「新型エン

ジン搭載自動車」など、技術的効果、内部構造を記述する名称；  

（4） 「21 インチのテレビ」、「ミドルサイズ本棚」、「一対の手袋」など製品の規格、寸法、

規模、数量単位が付された名称；  

（5） 「克莱斯（訳者注：ガラスの発音の当て字）酒瓶」など、外国語文字又は確定した

中国語意味のない文字で付けた名称。ただし、すでに周知となってかつ確定な意味をもつ

文字を使用することができる。例えば、「ＤＶＤプレーヤー」、「ＬＥＤ燈」、「ＵＳＢハブ」

など。   
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4.2 意匠の図面又は写真  

専利法59条2項の規定によると、意匠専利権の保護範囲は図面又は写真に示された当該製品

の意匠を基準とし、簡単な説明は図面又は写真が示す当該製品の意匠の解釈に使用するこ

とができる。専利法27条2項の規定によると、出願人が提出する関連図面又は写真は専利保

護を求める製品の意匠を明らかに示していなければならない。  

立体製品の意匠については、物品の設計要点が6つの面に係わっている場合、6つの正投影

図を提供しなければならない。物品の設計要点が1つ又はいくつかの面にだけ係わっている

場合、尐なくとも係わった面の正投影図と立体図を提供し、簡単な説明において正投影図

を省いた理由を明記しなければならない。  

平面製品の意匠については、物品の設計要点が1つの面だけに係わっている場合、当該面の

正投影図だけを提供して良いとする。設計要点が2つの面に係わっている場合、当該2つの

面の正投影図を提供しなければならない。  

必要な際、出願人は当該意匠製品の展開図、断面視図、断面図、拡大図及び状態遷移図を

提供しなければならない。  

さらに、出願人は参考図を提供して良いとする。参考図は通常、意匠に係わる物品の用途、

使用方法又は使用する場所などを表示するものである。  

色彩は黒、白、灰シリーズとカラーシリーズを含む。簡単な説明において、色彩の保護を

求める意匠専利出願は、図面の色がしっかりとした着色が施され、容易に色あせしないも

のでなければならない。  

4.2.1 正投影図の名称及びその付け方  

6面の正投影図の名称とは、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図と底面図を言う。

その中の正面図の対応した面は、使用時において、常に消費者に向けているか、又は製品

の全体設計を もよく反映する面である。例えば、取っ手付きコップの正面図は取っ手が

脇にある状態の正投影図になる。  

各正投影図の名称は相応した正投影図の真下に明記しなければならない。  

セット製品には、その中の各部品の正投影図の前にアラビア数字順に番号を付けるものと

し、番号の前には「キット」という文字を書かなければならない。例えば、セット製品の

中の第4キットの正面図の場合、その名称はキット4の正面図になる。  

同じ物品の類似した意匠には、各意匠の正投影図名の前にアラビア数字順に番号を付ける

ものとし、番号の前には「設計」という文字を書かなければならない。例えば、設計1の正

面図。  

組み立て製品とは、複数の部材を組み合わせたことで成される1つの製品を言う。組み立て

製品は組み立て関係がない、組み立て関係が唯一である、組み立て関係が唯一でないとい

う3つの状況に分けられる。組み立て関係が唯一である組み立て製品には、組み立てた状態

の物品の正投影図を提供しなければならない。組み立て関係がない又は組み立て関係が唯

一でない組み立て製品には、各部材の正投影図を提出し、各部材の正投影図の名称の前に
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アラビア数字順に番号を付けるものとし、その番号の前には「部材」という文字を書かな

ければならない。例えば、組み立て製品の中の3番目の部材の左側面図の名称は部材3左側

面図になる。複数の状態の遷移を有する物品の意匠には、その状態の遷移を示す正投影図

の名称の後に、アラビア数字順番号を付けなければならない。  

4.2.2 製図  

図面は中国の技術製図と機械製図に関する国家基準における正投影関係、線幅、及び切断

マークの規定に従って、幅が均一な実線により、意匠の形状を示すように作成しなければ

ならない。シャドー線、指示線、点線、中心線、寸法線、鎖線などで意匠の形状を表示し

てはならない。2本の平行する二鎖線又は自然切断線により、細長い物品の省かれる部分を

示して良いとする。図面において、指示線で切断の位置と方向、拡大する部位、透明な部

位などを示して良いとするが、必要のない線又は標記はあってはならない。図面は意匠を

明確に表示していなければならない。  

図面はコンピューターを含めた製図道具を使って作成して良いとするが、鉛筆、クレヨン、

ボールペンなどで書いてはならない。また、青写真、下書き、謄写印刷図を使ってもなら

ない。コンピューターにより製図した意匠設計図は、図面の解像度が明瞭の要件を満足し

なければならない。  

4.2.3 写真の撮影  

（1）写真は明瞭なものでなければならない。フォーカスなどの原因で製品の意匠がはっき

りと表示されないことを避けなければならない。  

（2）写真の背景は単一なものでなければならない。当該意匠製品以外の内容が現れないよ

うにする。製品の意匠をはっきりと表示するように、製品と背景の明るさには適宜な差異

がなければならない。  

（3）写真の撮影は通常、正投影の規則に従うものとし、透視による変形で、物品の意匠の

表現が影響されないようにしなければならない。  

（4）写真は強い光、反射光、シャドー、倒影などで物品の意匠の表現が影響されないよう

にしなければならない。  

（5）写真の中の物品は、通常は内容物又は引き立て物を含めないようにしなければならな

いが、内容物又は引き立て物がなければ、物品の意匠を明瞭に表示することができない場

合には、内容物又は引き立て物を保留することを許容する。  

4.2.4 図面又は写真の欠陥  

図面又は写真の内容に欠陥が存在する専利出願に対し、審査官は出願人に補正通知書又は

審査意見通知書を出さなければならない。専利法 33 条の規定によると、出願人が専利出願

に対する修正は原図面又は写真に示される範囲を超えてはならない。上記の欠陥とは主に

以下各項を言う。  

（1）正投影図の投影関係に誤りがある。例えば、投影関係は正投影規則に合致しないこと、

正投影図同士の投影関係が対応していないこと、又は正投影図の方向が反対になっている
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ことなど。  

（2）意匠の図面又は写真が不明瞭であること、図面又は写真に示される製品図の寸法が小

さ過ぎること、或いは図形が明瞭なものであっても、強い光、反射光、シャドー、倒影、

内容物又は引き立て物などがあったせいで物品の意匠が正確的に表現されていない。  

（3）意匠の図面の物品を描く線に、削除又は修正すべき線が含まれている。例えば、正投

影図の中のシャドー線、指示線、点線、中心線、寸法線、鎖線など。  

（4）立体製品を示す正投影図で、以下の状況に当たる場合。  

（ⅰ）各正投影図の縮尺が一致しない。  

（ⅱ）物品の設計要点が 6つの面に係わっているが、6面の正投影図が不足している。但し、

以下の状況は除く。  

背面図と正面図が同一、又は対称している場合、背面図を省いて良いとする。  

左側面図と右側面図が同一、又は対称している場合、左側面図（又は右側面図）を省いて

良いとする。  

平面図と底面図が同一、又は対称している場合、平面図を（又は底面図）省いて良いとす

る。  

大型な、又は位置が固定した装置及び底面が通常は見えない物品である場合、底面図を省

いて良いとする。  

（5）平面製品を示す正投影図で、以下の状況に当たる場合。  

（ⅰ）各正投影図の縮尺が一致しない。  

（ⅱ）物品の設計要点は 2 つの面に係わっているが、2 つの面の正投影図が不足している。

但し、背面図と正面図が同一、又は対称している場合、若しくは背面図に図案がない場合

は除く。  

（6）メジャー、型部材などのような細長い物品は、製図時に、中間の一部の長さが省かれ

たものの、2 本の平行する二鎖線又は自然切断線で切断するような製図法を使用していない。  

（7）断面視図と断面図における切断面及び切断箇所の表示で、以下の状況に当たる場合。  

（ⅰ）切断線に欠ける又は切断線が完全なものではない。  

（ⅱ）切断位置を示す切断位置線、符号及び方向が、完全なものでない、又は上記の内容

に欠ける（但し、中心位置から切断することを示す標記は明記しなくても良い）。  

（8）局部拡大図があるものの、関連する正投影図には拡大部位を示していない。  

（9）組み立て関係が唯一である組み立て製品に、組み立て状態の正投影図がない。組み立

て関係がない、又は組み立て関係が唯一でない組み立て製品に、必要な個別の部材の正投

影図がない。  

（10）透明物品の意匠に、外層と内層には 2 種以上の形状、図案、色彩がある場合、別々

に表示していない。   

5. 優先権主張  

出願人が優先権を主張する場合、専利法 29 条 1 項、30 条、専利法実施細則 31 条、32 条及
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びパリ条約における関連規定に合致しなければならない。  

専利法 29 条 1 項の規定によると、意匠専利出願の優先権主張は外国優先権に限られる。つ

まり、出願人は、外国で初回の専利出願の提出日から起算する 6 ヶ月以内に、中国で再び

同じ主題について意匠専利を出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加

盟している国際条約に準拠するか、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先

権を享有することができる。  

専利法実施細則 31 条 4 項の規定によると、意匠専利出願の出願人が外国優先権を主張する

場合に、その先の出願には意匠に対する簡単な説明が含まれておらず、出願人が専利法実

施細則 28 条の規定に基づいて提出した簡単な説明が、先の出願書類の図面又は写真に示さ

れる範囲を超えていない場合には、優先権を享受することは影響を受けないものである。  

専利法実施細則 32 条 1 項の規定によると、出願人は 1件の意匠専利出願において、１つ又

は複数の優先権を主張して良いとする。  

方式審査において、複数優先権に対する審査に当たっては、1つずつの優先権が関係規定に

合致するかを審査しなければならない。  

6. 専利法 5 条 1項と 25 条 1 項（6）号に基づいた審査  

6.1 専利法 5条 1項に基づいた審査  

専利法 5 条 1 項の規定によると、法律及び公序良俗に違反し、又は公共利益を害する発明

創造には専利権を付与しない。  

審査官は関連規定に基づき、専利出願する意匠が明らかに法律に違反しているか、公序良

俗に違反しているか、又は公共利益を害しているかという 3 つの面について審査しなけれ

ばならない。  

6.1.1 法律違反  

法律違反とは、意匠専利出願の内容は全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会

が立法プロセスに基づいて制定・公布する法律を言う。  

例えば、人民元札の図案が付されたシーツの意匠は、『中国人民銀行法』に違反したので、

専利権を付与しない。  

6.1.2 社会道徳に違反する場合  

公序良俗とは、公衆が普遍的に正当なものとみなし、そして受け入れられるような倫理・

道徳観及び行動基準を言う。一定の文化的背景をベースとしたその含意は、時間の経過及

び社会の進歩に伴って変化していき、また地域によっても異なる。中国専利法に言う公序

良俗は中国国内に限ったものである。例えば、暴力、虐殺又は淫猥な内容がある図面又は

写真の意匠は専利権が付与されない。  

6.1.3 公共利益に反する場合  

公共利益に反するとは、意匠の実施や使用により公衆或いは社会に危害を加えるか、若し

くは国と社会における正常な秩序に影響を与えるものを言う。  

専利出願する意匠の文字或いは図案が、国の重大な政治事件、経済事件、文化事件又は宗
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教信仰に係わっており、公共利益に反したり、或いは公衆の感情若しくは民族的感情を傷

付けたり、又は封建迷信を宣伝したり、良くない政治影響を引き起こした場合、当該専利

出願は専利権が付与されない。  

有名な建物（例えば、天安門）及び領袖の肖像などを内容とする意匠は専利権が付与され

ない。  

中国の国旗、国章を図案の内容とする意匠は専利権が付与されない。  

6.2 専利法第 25 条 1 項（6）号に基づいた審査  

専利法第 25 条 1 項（6）号に、平面印刷物の図案、色彩又は両者の組合せによって作成さ

れ、主に表示を機能とする意匠に対しては専利権を付与しない、と定めた。専利法実施細

則第 44 条 1 項（3）号によると、意匠専利出願に対する方式審査で、意匠専利出願が専利

法第 25 条 1 項（6）号の状況に明らかに該当するか否かについて審査すべきである、とな

っている。  

1 件の意匠専利出願が次に掲げる 3要件を同時に満たしている場合、対象出願が、専利法第

25 条 1 項（6）号に定めた専利権を付与しない対象に該当すると判断する。  

（1） 意匠に係わる製品が平面印刷物に属する  

（2） 当該意匠が製品の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成されている  

（3） 当該意匠が主に表示を機能とする  

前記の規定事項に依拠して意匠専利出願を審査する際、審査官は、まず出願の図面又は写

真と簡単な説明に基づき、意匠に係わる製品が平面印刷物に該当するか否かを審査する。

次に、対象の意匠が図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成されているものか否か

を審査する。形状要素を考慮しないため、全ての二次元製品に係わる意匠が、図案、色彩

又は両者の組み合わせによって作成されているものと判断することができる。さらに、対

象の意匠はその係わる製品にとって、主に表示を機能とするものか否かを審査する。主に

表示を機能とするということは、対象意匠の主な用途が、これに係わる製品や役務の由来

等を公衆が識別するためにあることを指す。  

壁紙や紡績品は本条項に定めた対象に該当しない。  

7. 専利法 2 条 4項に基づいた審査  

専利法 2 条 4 項の規定によると、専利法においていう意匠とは、製品の形状、図案又はそ

れらの組合せ及び色彩と形状、図案の組合せに対して行われるもので、美観に富む、かつ

工業への応用に適した新たな設計を言う。  

7.1 意匠の担体は製品でなければならない  

意匠は製品の意匠であるため、その担体は製品でなければならない。繰り返した生産がで

きない手細工の品、農産物、畜産物、自然物は意匠の担体にしてはならない。  

7.2 製品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せ  

意匠を構成しているのは製品の意匠要素又は要素の組合せである。その中に形状、図案又

はそれらの組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せが含まれる。製品の色彩は単独で
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意匠を構成することができないが、製品の色彩の変化そのものが図案になる場合は除く。

意匠を構成し得る組合せとして、製品の形状、製品の図案、製品の形状と図案、製品の形

状と色彩、製品の図案と色彩、製品の形状、図案と色彩が含まれる。  

形状とは、製品の造型についての設計を指す。つまり、製品外部の点、線、面の移動、変

化、組合せによって表現する外部輪郭であり、即ち、製品の構造、外形などについて同時

に設計、製造を行った結果である。  

図案とは、あらゆる線、文字、符号、カラーブロックの配列や組合せにより、製品の表面

に成された図形を言う。図案は、製図又はその他創作者の図案設計の構想を具現する手段

により制作しても良い。製品の図案は固定しており、目に見えるものでなければならない。

あったり、なかったり、又は特定な条件に限って見えるものであってはならない。  

色彩とは、製品に使われる色又は色の組合せを指す。当該製品の製造に使われる材料の元

の色は意匠の色彩に当たらない。  

意匠の要素、即ち形状、図案、色彩は相互に依存し合うものであり、限界を決めることは

難しい場合もある。例えば、多数の種類の色の塊を組み合わせれば、図案になるなど。  

7.3 工業への応用に適した美観に富む新たな設計  

工業への応用に適するということは、意匠は産業上で応用し、ロット生産を成すことがで

きるものを言う。  

美観に富むということは、意匠専利権の保護客体に該当するかを判断する時に、製品の機

能上の特性又は技術的効果でなく、その外観で与えている視覚的印象に注目することを言

う。  

専利法 2条 4項は専利保  

護を得られる意匠についての一般的な定義であり、意匠が同一であるか、或いは実質的同

一であるかを判断するための具体的な審査標準ではない。従って、審査において、保護を

請求する意匠が新たな設計の一般的な要求を満足しているかについて、審査官は通常、出

願書類の内容及び一般消費者の常識のみに基づいて判断すれば良いとする。  

7.4 意匠専利権を付与しない場合  

専利法 2条 4項の規定に基づき、以下の項目は意匠専利権を付与しない状況に該当する。  

（1）特定な地理的条件よって決まるもので、繰り返して再現することのできない固定した

建物、橋など。例えば、特定の山、河川を含む山水別荘。  

（2）気体、液体及び粉末状など固定した形状のない物質を含めているため、形状、図案、

色彩などが固定しない製品。  

（3）分割できない、又は単独では販売できない、そして単独では使用できない製品の局部

の設計。例えば、靴下のかかと、ブリム、コップの取っ手など。  

（4）異なった特定な形状又は図案を有する複数の部材で組み合わせた製品の場合は、部材

そのものが単独で販売できない、そして単独では使用できないならば、当該部材は意匠専

利の保護客体に該当しない。例えば、形状の異なった嵌めパーツからなる嵌め絵は、すべ

                                      中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書  59



                                                                                             
 

ての嵌めパーツを一件の意匠として出願する場合に限って、意匠専利の保護客体に該当す

る。  

（5）視覚に働くことがない、又は肉眼では確認しにくく、特定な工具を使わないと、その

形状、図案、色彩を見分けられないような製品。例えば、紫外線ランプで照射されないと

図案が現れない製品など。  

（6）保護を求める意匠は製品そのもの通常の形態ではない。例えばハンカチを動物の形に

した意匠など。  

（7）自然物の元来の形状、図案、色彩を主体とする設計。通常は、2 つの状況を指すが、

一つは自然物そのもの、もう一つは自然物のシミュレーション設計である。  

（8）単なる美術、書道、撮影などのカテゴリーに属する作品。  

（9）その製品の所属する分野では見慣れている幾何形状及び図案からなる意匠。  

（10）文字、数字の発音、意味は意匠の保護内容に該当しない。  

（11）製品に電気を入れた後で顕示する図案。例えば、デジタル時計のディスプレイで表

示される図案、携帯電話のディスプレイで表示された図案、ソフトウェアのインターフェ

ースなど。  

8. 専利法第 23 条 1 項に基づいた審査  

意匠専利出願に係わる方式審査において、通常は検索を行わず、審査官はただ出願書類の

内容及び一般消費者の常識から、保護を求める意匠専利出願が専利法第 23 条 1 項の規定に

明らかに合致していないか否かを判断するだけでよい。  

ただし、審査官は検索を経ずに獲得した現有設計又は抵触出願に関する情報に基づき、意

匠が専利法第 23 条 1 項の規定に明らかに合致していないか否かを判断することができる。  

明らかに現有設計を剽窃し、または明らかに内容が実質的に同一である専利出願など、非

正常的出願に係わる意匠については、審査官は検索により取得した引例文献またはその他

のルートにより取得した情報に基づき、意匠が専利法第 23 条 1 項の規定に明らかに合致し

ていないか否かを判断するものとする。  

9. 専利法第 31 条 2 項に基づいた審査  

専利法第 31 条 2 項は、一件の意匠専利出願は、一つの意匠に限ることを規定する。同一製

品に係わる二つ以上の類似意匠、あるいは同一類別に該当しでかつセットで販売又は使用

される製品に用いられる二つ以上の意匠は、一件の出願として出願することができる（併

合出願と略称）。  

9.1 同一製品に係わる二つ以上の類似意匠  

専利法第 31 条 2 項によって、同一製品における二つ以上の類似意匠は、一件の出願として

提出することができ。  

一件の意匠専利出願における類似意匠は 10 を超えてはならない。10 を超えている場合、審

査官が審査意見通知書を送付する。出願人が訂正しても欠陥が克服されない場合は、当該

専利出願が拒絶される。  
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9.1.1 同一製品  

専利法第 31 条 2 項によって、1 件の出願における各意匠は同一製品における意匠でなけれ

ばならない。例えば、全部が食事皿の意匠である。各意匠がそれぞれ、食事皿や取り皿、

コップ、茶碗の意匠になっている場合は、国際意匠分類における同一大分類に該当するが、

同一製品ではない。  

9.1.2 類似意匠  

専利法第 35 条 1 項では、同一製品におけるほかの意匠は、簡単な説明において指定した基

本意匠と類似しなければならない。  

類似意匠を判断する際に、ほかの意匠と基本意匠とを単独に比較すべきである。  

方式審査の際に、類似意匠に係る出願について、専利法第 31 条 2 項の規定事項に明らかに

適合しないものか否かを審査する。一般的に、全体観察を経て、その他の意匠と基本意匠

とは、同一または類似した設計特徴を備えており、かつ両者間の相違が局部における細か

な変化、当該種別の製品の常用設計、設計ユニットの並びの繰り返し又は単なる色彩要素

の変化などにある場合、通常両者が類似する意匠であると考える。  

9.2 セット製品の意匠  

専利法実施細則第 35 条 2 項は、同一類別でかつセットで販売又は使用される製品に用いら

れ、かつ同一の設計思想を有する二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することがで

きる、と規定する。  

セット製品とは、2件以上（2件を含む）の同一大分類に属する、各自で独立している製品

によって構成されており、各製品の設計発想が同一であり、うち一製品に独立した使用価

値を持っており、そして各製品を組合せると、その組合せ後の使用価値が現れるような製

品を指す。例えば、コーヒーカップ、コーヒーポット、ミルクポットとシュガーポットに

よって構成されるコーヒー器具等。  

9.2.1 同一類別  

専利法第 31 条 2 項および専利法実施細則第 35 条 2 項の規定によると、二つ以上（二つを

含む）の意匠が一件の出願として出願できる要件の一つは、当該二つ以上の意匠製品が同

一種類に該当すること、即ち、当該二つ以上の意匠に係る製品が国際意匠分類における同

一の大分類に属することである。  

説明しておきたいのは、製品が同一の大分類に該当するとは、併合出願の十分条件ではな

く、さらに、専利法第 31 条 2 項におけるセットで販売又は使用、並びに同一の設計思想に

該当するとの要件も満たさなければならない。  

9.2.2 セットでの販売又は使用  

専利法実施細則第 35 条 2 項にいうセットで販売又は使用とは、習慣上では同時に販売又は

同時に使用し、かつ組み合わせ後の使用価値を持つことを言う。  

（1）同時販売  

同時販売とは、意匠に係る製品が習慣上では同時に販売されるものを言う。例えば、ベッ
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ドカバー、シーツ、枕カバーなどにより構成されるベッド用品等である。販促のために適

宜セットにして売り出される製品の場合、例えば、ランドセルとペンケース等ランドセル

を購入した際にペンケースが景品になるとしても、習慣上での同時販売と見なされず、セ

ット製品として出願することはできない。  

（2）同時使用  

同時使用とは、製品が習慣上同時に使用されることを言う。つまり、そのうちの一つの製

品を使用していると、使用上で連想を起こし、別の一つ或いは複数の製品の存在に思いつ

くことであって、これらの製品を同時に使用するということではない。例えば、コーヒー

器具のうち、コーヒーカップ、コーヒーポット、シュガーポット、ミルクポット等である。  

9.2.3 各製品の設計思想の同一  

設計思想の同一とは、各製品の設計スタイルが統一されていることを指し、つまり、各製

品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩及び形状、図案の組合せについて作成された

設計が統一されていることをいう。  

形状の統一とは、個々の対象構成製品のいずれも同一の特定の造形を特徴とする、若しく

は個々の対象構成製品が特定の造形によって組合せの関係を成す場合、形状統一の要件に

合致すると判断される。  

図案の統一とは、各製品上の図案設計のモチーフ、構図、表現方式などにおいて統一され

ていることを言う。その一つでも違っていると、図案の不統一と判断される。例えば、コ

ーヒーポットの設計は、蘭の花の図案をモチーフとしてながら、コーヒーカップの設計の

図案はパンダになっている場合、図案として選ばれたモチーフが違うことから、図案の不

統一となり、統一・調和の原則に合致しないと判断されるため、セット製品として併合出

願することができない。  

色彩の統一については個別に考慮せず、各製品の形状や図案と共に統合的に考慮すべきで

ある。各製品の形状、図案が統一・調和の原則に合致している場合、簡単な説明において

色彩の保護を要求すると明記していなければ、設計思想が同一になる。簡単な説明におい

て色彩の保護を要求すると明記している場合、製品の色彩のスタイルが統一されていれば、

設計思想が同一になる。各製品における色彩の変化が大きく、全体の調和性を損ねている

場合は、セット製品として併合出願することはできない。  

9.2.4 セット製品に含めることができない類似意匠  

セット製品の意匠専利出願に、一つ又は複数の製品の類似意匠を含めないものとする。例

えば、食事用のコップと取り皿を含めたセット製品の意匠専利出願には、前記コップと取

り皿の二つ以上の類似意匠を含めないものとする。  

前記の規定事項に合致しない出願について、審査官は出願人に補正するよう審査意見通知

書を発行する。  

9.3 併合出願の対象意匠はそれぞれが権利付与要件を備えねばならない  

注意してほしいのは、同一製品における二つ以上の類似意匠でも、セット製品の意匠専利
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出願でも、うちの各意匠或いは各製品の意匠としては上述したような併合出願に関する規

定に合致するほか、それぞれその他の権利付与要件も備えなければならない。そのうちの

一つの意匠或いは一製品の意匠が権利付与要件を備えない場合、当該意匠或いは当該製品

の意匠を削除しない限り、当該専利出願は権利付与要件を備えないものになる。  

9.4 分割出願の審査  

9.4.1 分割出願の確認  

本部分第 1章 5.1.1 節の規定を適用する。  

9.4.2 分割出願におけるその他の要求  

（1）原出願に二つ以上の意匠が含まれる場合、分割出願は原出願のうちの一つ或いは複数

の意匠に当たるもので、かつ原出願に示された範囲を超えてはならない。  

（2）原出願が製品全体の意匠である場合、その一部を分割出願として提出することができ

ない。例えば、バイクの意匠について保護を要求する専利出願の場合、バイクの部品を分

割出願として提出してはならない。  

分割出願で上述第（1）号に合致しない場合、審査官は審査意見通知書を発行し、出願人に

補正を通知する。期間が経過しても回答がない場合、取り下げとみなす通知書を発行する。

出願人が十分な理由もなく補正しない場合、当該分割出願に対し拒絶決定を下す。分割出

願が上述第（2）号に合致しない場合、審査官は審査意見通知書を発行する。期間内に回答

がない場合、取り下げとみなす通知書を発行する。出願人が十分な理由もなく分割出願と

しての出願にこだわる場合、当該分割出願に対し拒絶決定を下す。  

10. 専利法第 33 条に基づいた審査  

専利法第 33 条の規定によると、出願人による意匠専利出願書類に対する補正は、元の図面

または写真に示された範囲を超えてはならない。補正が元の図面または写真に示された範

囲を超えたとは、補正後の意匠が元の出願書類に示された相応の意匠と比べ、異なる意匠

に属することをいう。  

出願人による意匠専利出願書類に対する補正が元の図面または写真に示された範囲を超え

たか否かを判断するときに、補正後の内容が元の図面または写真に既に示されており、ま

たは直接的かつ明確に確定できるものであれば、当該補正が専利法第 33 条の規定に合致す

ると認められる。  

出願人は、出願日から 2 ヶ月以内に意匠専利出願書類に対する補正を自発的に請求するこ

とができる。その他、出願人は専利局による審査意見通知書または補正通知書を受領した

後、通知書に指摘された欠陥について専利出願書類を補正するものとする。  

10.1 出願人の自発的補正  

出願人の自発的補正について、審査官はまず補正請求の期日が出願日から 2 ヶ月以内であ

るか否かを確認しなければならない。2ヶ月を超えた補正について、補正された書類が元の

出願書類の欠陥を取り除き、かつ権利付与の見通しがある場合、当該補正書類を認めても

よい。認められなかった補正書類について、審査官は未提出とみなす通知書を発行する。  
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2 ヶ月以内に提出された自発的補正について、審査官は当該補正が元の図面または写真に示

された範囲を超えたか否かを審査しなければならない。元の図面または写真に示された範

囲を超えた場合、審査官は審査意見通知書を発行し、出願人に当該補正が専利法第 33 条に

合致しないことを通知しなければならない。出願人による答弁陳述または補正を経てもな

お規定に合致しない場合、審査官は専利法第 33 条と専利法実施細則第 44 条 2 項の規定に

基づき拒絶決定を下すことができる。  

10.2 通知書に指摘された欠陥に対する補正  

通知書に指摘された欠陥への補正について、審査官は当該補正が元の図面または写真に示

された範囲を超えたか否か、また当該補正が通知書に指摘された欠陥への補正であるか否

かを審査しなければならない。出願人が提出した、通知書に指摘された欠陥に対する補正

でない内容を含む補正書類について、もしその補正が専利法第 33 条の規定に合致し、かつ

元出願書類にある欠陥を取り除き、権利付与の見通しがある場合、当該補正を通知書に指

摘された欠陥に対する補正と見なすことができ、当該補正された出願書類は受け入れられ

るものである。出願人が提出した補正書は元の図面または写真に示された範囲を超えた場

合、審査官は審査意見通知書を発行し、出願人に当該補正が専利法第 33 条に合致しないこ

とを通知しなければならない。出願人による答弁陳述または補正を経ても尚規定に合致し

ない場合、審査官は専利法第 33 条と専利法実施細則第 44 条 2 項の規定に基づき拒絶決定

を下すことができる。  

10.3 審査官による職権に基づいた補正  

方式審査において、出願書類における明らかな誤りに対し、審査官は職権に基づき補正を

行い、そして出願人に通知することができる。職権による補正の内容は主に以下のような

ものを指す。  

（1） 明らかな製品の名称の誤り  

（2） 明らかな正投影図の名称の誤り  

（3） 明らかな正投影図の方向の誤り  

（4） 意匠図面における製品を制作する線に、例えばシャドー線、指示線、中心線、寸法

線、点線など、削除すべき線が含まれる  

（5） 製品の内部構造、技術効果に関する記述、物品のＰＲ宣伝の記述など、簡単な説明

の中に、明らかに簡単な説明により説明できない内容を記述している  

（6） 出願人が簡単な説明において指定した、設計要点を も表明する図面または写真が

明らかに妥当ではない。  

（7） 願書における、出願人の住所または連絡人の住所の記入漏れ、記入間違いまたは省

（自治区、直轄市）、市、郵便番号などの情報の重複記入。  

審査官が職権に基づき補正した内容は書類に記載し、そして出願人に通知しなければなら

ない。  

11.専利法 9 条に基づいた審査  
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専利法 9 条 1 項の規定によると、同一の発明創造には 1 件の専利権だけを付与することが

できる。専利法 9条 2項の規定によると、2名以上の出願人が同一の発明創造について別々

に専利出願する場合、専利権は一番先に出願した者に付与する。  

方式審査において、意匠専利出願が専利法 9 条の規定に基づくと、専利権を取得できるも

のかについては、一般的に検索による審査を行わない。但し、審査官は同一の意匠に対し

て専利出願した出願人がいることを知った場合、審査を行うべできである。  

11.1 判断原則  

専利法 9条に述べた同一の発明創造となるかを判断する時に、2件の意匠専利出願又は専利

の図面又は写真に表示された製品の意匠を基準としなければならない。同一の意匠とは 2

件の意匠が同一又は実質的同一であることを言う。  

12. 意匠分類  

専利局は国際意匠分類法（即ちロカルノ分類法）を用いて意匠専利出願の分類を行い、

も 近に公開された『国際意匠分類表』の中国語訳文を作業対象文書とする。  

意匠分類の目的は以下に挙げる。  

（1）意匠製品の分類プロパティの確定。  

（2）意匠専利に対する分類管理。  

（3）意匠専利についての検索照会の利便性。  

（4）分類番号順に沿った意匠専利文書の編集と公開。  

意匠分類は当該意匠に係わる製品を対象に行われる。分類番号が「LOC」、「バージョン番号」、

「CL」、「大分類―小分類」の組合せによって構成される（以下に述べる分類番号は「大分

類―小分類」を指す）。例えば LOC（9）CL.06-04 など。複数の分類番号がある場合、各分

類番号の間にセミコロンで区分する。例えば LOC(9)、CL06-04；23-02 など。  

12.1 分類の根拠  

意匠分類は意匠に係わる製品名、図面又は写真、並びに簡単な説明に記載された製品の用

途を根拠とする。  

12.2 分類の方法 

意匠分類は一般的に、用途の原則に従うべく、当該製品を製造する資材を考慮しない。製

品の用途は出願人が提供した意匠に係わる製品名、図面又は写真、並びに製品の使用目的、

使用分野、使用方法などの情報から得ることができる。  

製品の類別の確定に当たっては、まず大分類、それから小分類の順で行う。ある意匠製品

の類別は、その製品用途を含める大分類及び当該大分類の下にある小分類に属すべきであ

るが、もし当該大分類の下に当該製品用途を含める小分類が挙げられていないならば、当

該大分類の下にある 99 小分類、即ちその他の雑項目に帰するものとする。  

製品の部品について、専属の類別があるならば、当該部品をその専属の類別に入れなけれ

ばならない。例えば、自動車のタイヤは 12―15 類に入れるべきである。専属の類別がなく、

かつ通常はその他の製品に応用することもない場合、当該部品をその上位製品の所属する
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類別に入れなければならない。例えばライターの発火石ホルダーは 27-05 に入れなければ

ならない。製品の部品に専属の類別を有するかを確定するに当たって、分類表における具

体的な製品項目と一つずつ対応したことに限定することはない。例えば、偽札検査機のカ

バーは 10-07 類に入れなければならない。  

時代の発展に伴って新規な用途が派生した製品は、一般的に、伝統的な用途の所属する分

類に維持すべきである。例えば、提灯は昔の単なる照明器具から装飾用品に変わりつつあ

るが、26 大分類の照明器具に入れるべきである。  

12.3 分類番号の確定  

12.3.1 単一用途製品の分類  

（1）意匠専利出願に 1 製品の意匠のみを含めており、かつ用途が単一である場合、1 つの

分類番号を与えなければならない。  

（2）意匠専利出願に同一の製品に係わる複数の意匠を含めており、かつ用途が単一である

場合、1つの分類番号を与えなければならない。  

（3）意匠専利出願に複数の製品の意匠を含めており、かつ用途が同一で、単一である場合、

1つの分類番号を与えなければならない。例えば、枕カバー、シーツ、ベッドカバーとの 3

製品を含めており、いずれもベッド用品に属するため、分類番号は 06-13 類である。  

12.3.2 多用途製品の分類  

（1）意匠専利出願に 1製品の意匠のみを含めており、かつ当該製品が 2つ又は 2つ以上の

用途が異なった製品の組合せ物である場合、その用途と対応した複数の分類番号を与えな

ければならないが、家具の組合せ物は除く。例えば、温度計付きの写真額は温度を計測す

る用途と写真を入れる用途を備えるもので、分類番号は 06-07 と 10-04 である。また、例

えば一体化の机と椅子は家具の組合せ物であり、分類番号は 06-05 になる。  

（2）意匠専利出願に同一の製品の複数の意匠を含めており、かつ当該製品が 2つ又は 2つ

以上の用途が異なった製品の組合せ物である場合、用途と対応した複数の分類番号を与え

なければならない。  

（3）意匠専利出願に複数の製品の意匠を含めており、かつ個別の製品には異なった用途を

備える場合、用途と対応する複数の分類番号を与えなければならない。例えば、ある意匠

専利出願に茶碗とスプーンと 2 つの製品を含めており、その分類番号は 07-01 と 07-03 で

ある。  

12.3.3 分類過程中の補正  

専利法実施細則 28 条の規定によると、簡単な説明に意匠製品の用途を明記しなければなら

ない。  

意匠分類の過程において、以下に挙げられる状況が発生する場合、補正通知書を出さなけ

ればならない。  

（1）意匠の製品名、図面又は写真では製品の用途を確認できず、そして、簡単な説明には

製品の用途を記載していなかったり、或いは記載された製品用途が適切でないこと。  
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（2）意匠に係わる製品名、図面又は写真で確認した製品の用途は簡単な説明に記載された

製品用途と明らかに一致しないこと。  

出願人は補正通知書を受け取った日から 2 ヶ月以内に答弁し、意匠の簡単な説明の差し替

え頁を提出しなければならない。期限内に答弁しない場合、当該出願は取下げたものと見

なされる。  
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二、無効宣告手続における意匠専利の審査  

 

1. 序文  

本章は主に意匠専利無効宣告請求手続における、専利法 23 条と 9条についての審査に関連

している。  

2. 現有設計  

専利法 23 条 4 項の規定によると、現有設計とは出願日（優先権がある場合には、優先権日

を指す）前に国内外において一般に知られた設計をいう。  

現有設計には出願日前に国内外における出版物で公式に発表され、公式に使用されたか若

しくはその他の方式により一般に知られる設計が含まれる。現有設計の時間の限界、開示

方式などについては第二部分第三章第 2.1 節の規定を参照する。  

現有設計のうち、一般消費者が熟知しており、製品名を言うと思いつくような設計を通常

設計という。例えば、包装箱を言うと思いつく長方体や正方体形状の設計など。  

3．判断の客体  

意匠専利を審査する時に、比較される対象を「判断客体」と称する。そのうち、無効宣告

を請求された意匠専利は「係争専利」と略称する。係争専利と比較される判断客体は「対

比設計」と略称する。  

判断客体を確定する場合、係争専利について、意匠専利の図面又は写真に基づき確定する

以外、「意匠の簡単な説明」中に色彩の保護請求、「平面製品におけるユニット図案が二方

向連続又は四方向連続など限定する境堺がない状況」（境界を限定しないと略称）などの内

容が明記されているかに基づいて確定しなければならない。  

係争専利には下記 6つの種類がある。  

（1） 形状のみによる意匠  

形状のみによる意匠とは、図案がなくかつ色彩の保護が請求されていない製品の形状設計

をいう。  

（2） 図案のみによる意匠  

図案のみによる意匠とは、色彩の保護が請求されておらず、かつ境界を限定しない平面製

品の図案設計をいう。  

（3） 形状と図案の組合せによる意匠  

形状と図案の組合せによる意匠とは、色彩の保護が請求されていない製品の形状及び図案

の設計をいう。  

（4） 形状と色彩の組合せによる意匠  

形状と色彩の組合せによる意匠とは、色彩の保護が請求されている、図案がない製品の形

状及び色彩の設計をいう。  
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（5） 図案と色彩の組合せによる意匠  

図案と色彩の組合せによる意匠とは、色彩の保護が請求され、かつ境界を限定しない平面

製品の図案と色彩の設計をいう。  

（6） 形状、図案及び色彩の組合せによる意匠  

形状、図案及び色彩の組合せによる意匠とは、色彩の保護が請求された製品の形状、図案

と色彩の設計をいう。  

4. 判断の主体  

意匠が専利法第 23 条 1 項、2 項の規定に合致するか否かについて判断する際、係争意匠に

係わる物品の一般消費者の知識レベルや認知力を基に評価しなければならない。  

異なる種別の物品は、異なった消費者群を持つ。ある種別の意匠に係わる物品の一般消費

者として、次に掲げる特徴を備えなければならない。  

（1）係争意匠の出願日以前の同種又は類似物品の意匠やその常用設計手法について、常識

程度の認識を持っている。例えば自動車の場合、その一般消費者は市販されている自動車

や、よくマスコミで見かけるような自動車広告で開示された情報などについて、ある程度

の認識を持っているものでなければならない。  

常用設計手法のタイプとして、設計の転用、つなぎ合わせ、置換えなどが上げられる。  

（2）意匠に係わる物品同士の形状や図案、色彩の相違点について、ある程度の識別力を備

えているが、物品の形状や図案、色彩の軽微な変化まで注意が行き届かない。  

5. 専利法第 23 条 1 項に基づく審査  

専利法第 23 条 1 項の規定によると、専利権を付与する意匠は、現有設計に該当しないもの

でなければならず、しかも如何なる単位又は個人でも同様な意匠について出願日より以前

に国務院専利行政部門に出願を提出し、かつ出願日以降に公告された専利書類に記載され

ていないものでなければならない、となっている。  

現有設計に属しないとは、現有設計の中に、係争専利と同一な意匠もなければ、係争専利

と実質的同一な意匠もないことを指す。係争専利の出願日の前に、如何なる単位又は個人

が専利局に提出し、かつ出願日以降（出願日を含む）に公告された同様な専利出願のこと

を、抵触出願という。うち、同様の意匠とは、意匠の同一又は実質的同一を指す。  

引例意匠が係争専利の抵触出願を構成するか否かを判断する際、引例意匠において公告さ

れた専利書類の全内容を判断の根拠としなければならない。係争専利で保護を要求する意

匠と比較する際、引例意匠の中に係争専利と同一又は実質的に同一の意匠が含まれるか否

かについて判断する。例えば、係争専利で色彩の保護を要求しており、引例意匠で公告し

たものは色彩のついた意匠である場合、引例意匠において色彩の保護が要求されていなく

ても、引例意匠の中の当該色彩要素を含めた意匠を係争専利と比較することができる。ま

た、引例意匠において公告した専利書類に使用状態の参考図が含まれる場合、当該使用状

態の参考図に保護を要求しない意匠を含めるとしても、これを係争専利と比較し、同一又

は実質的に同一の意匠であるかを判断することができる。  
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5.1 判断基準  

5.1.1 意匠の同一  

意匠の同一とは、係争意匠と引例意匠が同種別の製品の意匠であり、かつ係争意匠の意匠

の全要素が引例意匠の相応した設計要素と同一であることをいう。うち意匠の要素とは形

状、図案および色彩のことをいう。  

係争意匠と引例意匠は、慣用材料の取り替えのみであるか、若しくは製品の機能や内部の

構造、技術的性能あるいは寸法だけが違うことで、製品の意匠上の変化を導かない場合に

は、両者はなお同一の意匠に該当する。  

製品の種別を確定する際に、製品の名称や国際意匠分類および販売時のラックの分類位置

を参考にしてもよいが、製品の用途が同一であるか否かを基準にしなければならない。種

別の同一な製品とは、用途が完全に同一な製品をいう。例えば、機械式腕時計と電子腕時

計は内部の構造が異なっても、用途は同一なため、種別の同一な製品に該当する。  

5.1.2 意匠の実質的同一  

意匠の実質的同一の判断は、種別の同一又は類似する製品の意匠に限る。製品の種別が同

一でなく、類似もしない意匠については、係争意匠と引例意匠が実質的同一なものである

か否かを比較、判断しなくても、係争意匠と引例意匠は実質的同一とならないことを認定

することができる。例えば、タオルと絨毯の意匠など。  

種別の類似な製品とは、用途が類似しているものをいう。例えば、用途が類似している玩

具と小物は、種別の類似な製品に該当する。注意すべきことは、製品に複数種の用途を有

する場合、仮にその一部の用途が同一であっても、その他の用途が違うなら、この両者は

種別の類似な製品に該当することになる。例えば、MP3 つき腕時計と腕時計はともに時計と

しての用途を備えるため、この両者は種別の類似な製品に該当する。  

一般消費者が、係争意匠と引例意匠を全体観察することにより、両者の相違点は単に以下

に挙げる状況に該当すると認識している場合、係争意匠と引例意匠が実質的同一なものと

なる。  

（1）相違点は、一般の注意を払う程度では感じられないほど局部上の軽微な差異だけがあ

る。例えば、ブラインドの意匠でルーバーの具体的な枚数が違うだけなど。  

（2）相違点は、使用する時に容易に見えない又は見えない部分にある。ただし、容易に見

えない部分での特定設計が一般消費者にとって目をひくような視覚効果を生じることが証

拠により示されている場合を除く。  

（3）相違点は、ある設計要素全体を当該種別の製品の通常設計における相応した設計要素

に置き換えたところである。例えば、図案と色彩の付された菓子箱の形状を正方体から長

方体に置き換えたなど。  

（4）相違点は、引例意匠を設計ユニットとし、当該種別の製品の通常の配列方式により配

列を繰り返しているか、又は配列数に増減の変化を施したところである。例えば、映画館

の座席を行に沿って配列を繰り返しているか、又は行に沿った座席の数を増減させたなど。  
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（5）相違点は、相互にミラー対称になったところである。  

5.2 判断方式  

意匠について比較、判断する際に、一般消費者の立場から判断しなければならない。  

5.2.1 単独比較  

通常は 1つの引例意匠を用いて係争意匠と単独比較を行わなければならない。2 つ又は 2つ

以上の引例意匠の組み合わせで係争意匠と比較を行ってはならない。  

係争意匠の中に、セット製品の意匠又は同じ製品における 2 つ以上の類似した意匠のよう

な、いくつかの独立した使用価値を持つ製品の意匠が含まれる場合は、異なる引例意匠と

それに対応した各意匠とをそれぞれ単独比較を行ってもよい。  

係争意匠が、組み立てて一緒に使用する尐なくとも 2 つの構成品から構成される製品の意

匠である場合、その構成品の数に対応し、かつ明らかな組立関係を持つ構成品を結合させ

て 1つの引例意匠として、係争意匠と比較を行ってもよい。  

5.2.2 直接観察  

比較する際に、視覚で直接に観察しなければならない。拡大鏡や顕微鏡、化学分析などそ

の他の工具や手段を用いて比較してはならない。視覚により直接に区別できない部分や要

素は、判断の根拠にしてはならない。例えば、視覚で観察するときに形状、図案、色彩が

同一である織物同士は、拡大鏡の下で観察すれば、図案は大きく異なったりする。  

5.2.3 製品の外観のみを判断の対象とする  

比較する際に、製品の外観のみを判断の対象とし、製品の形状、図案、色彩の 3 要素でも

たらす視覚効果を考慮すべきである。  

係争意匠では、部分要素のみを以ってその保護範囲を限定する場合には、引例意匠と比較

するときにその他の要素は考慮しない。  

係争意匠が製品の部品である場合、引例意匠の中で、係争意匠に対応した部品の部分のみ

を判断の対象とし、その他の部分は考慮しない。  

表面に透明材料を用いた製品にとっては、人の視覚を通じて観察できるその透明部分内の

形状、図案及び色彩は、当該製品の意匠の一部と見なさなければならない。  

5.2.4 全体観察・総合判断  

比較する際に、全体観察・総合判断の方式を用いて行わなければならない。全体観察・総

合判断とは、意匠の一部或いは局部から判断の結論を出さずに、係争意匠と引例意匠の全

体から判断することをいう。  

5.2.4.1 引例意匠に公開された情報の確定  

引例意匠の図面又は写真で、製品各面の矢視図が反映されていない場合は、一般消費者の

認知力をもとに、引例意匠に公開された情報を確定しなければならない。  

一般消費者の認知力をもとに、引例意匠の図面又は写真で公開された内容によって製品の

ほかの部分又はほかの変化状態時の意匠を推定できる場合は、当該ほかの部分又はほかの

変化状態時の意匠も、公開されたものと見なす。例えば、軸対称や面対称、中心対称にな
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っている場合、図面又は写真で製品の意匠の一つの対称面だけが公開されていても、ほか

の対称面も公開されたものと見なす。  

5.2.4.2 係争意匠の確定  

係争意匠を確定するときは、意匠権付与書類の中の図面又は写真によって示される意匠を

基準としなければならない。簡単な説明は、図面又は写真で示された当該製品の意匠の釈

明に用いることができる。  

5.2.4.3 係争意匠と引例意匠の比較  

係争意匠と引例意匠を比較する際、全体観察・総合判断の方式を用いて行わなければなら

ない。  

引例意匠の図面又は写真で公開されていない箇所が、当該種別の製品の使用状態において、

一般消費者に注目されないものであって、かつ係争意匠のそれに相応した箇所での設計上

の変化も、製品全体の視覚効果に影響を与えない場合、例えば、エアコン用ファンの場合、

もし引例意匠の図面或いは写真でエアコン用ファンの底面や背面を公開しておらず、係争

意匠の底面や背面での設計上の変化も、製品全体の視覚効果に顕著な影響を与えないなら

ば、両者の全体観察・総合判断に影響を与えないものである。  

係争意匠において、引例意匠の図面又は写真で公開されていない内容が単に当該種別の製

品の通常設計にあたり、かつ一般消費者からは注目されない場合、例えば、引例意匠の図

面又は写真で公開されていない部分は、トラックの荷台の尾板であって、そして係争意匠

におけるトラックの荷台の尾板はこの種の製品の通常設計にとどまっている場合には、両

者の全体観察・総合判断に影響を与えないものである。  

5.2.5 組物製品と状態が変化する製品の判断  

5.2.5.1 組物製品  

組物製品とは、複数の構成品の結合により構成される製品をいう。  

組立関係が唯一である組物製品について、例えばケトルと電熱プレートからなる電気ケト

ルの組物製品の場合、このような製品を購入・利用する際の一般消費者にとって、各構成

品を組み付けた後の電気ケトル全体の意匠が印象に残り、また、ジューサー用コップ、シ

ャーベット用コップとプレートからなるジューサー・シャーベットメーカーの場合、この

ような製品を購入・利用する際の一般消費者にとって、ジューサー用コップとプレートを

組み付けた後のジューサー、そしてシャーベット用コップとプレートを組み付けた後のシ

ャーベットメーカーの全体の意匠が印象に残るので、全ての個々の構成品の外観を対象と

せずに、上記組合された状態の全体の意匠を対象として判断を行うべきである。  

組立関係が唯一でない組物製品について、例えば差込ユニット玩具製品の場合、このよう

な製品を購入・差し込む際の一般消費者にとって、個々の構成品の外観が印象に残るので、

差し込んだ後の全体の意匠を対象とせずに、差込ユニットの全ての個々の構成品の外観を

対象として判断を行うべきである。  

各構成品の間で組立関係のない組物製品について、例えばトランプや将棋の駒などのよう
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な組物製品の場合、このような製品を購入・利用する際の一般消費者にとって、個々の構

成品の外観が印象に残るので、全ての個々の構成品の外観を対象として判断を行うべきで

ある。  

5.2.5.2 状態が変化する製品  

状態が変化する製品とは、販売と使用の際には異なる状態を表す製品をいう。  

引例意匠について、異なる状態にある前記製品の意匠のすべてを、係争意匠と比較する対

象に用いることができる。係争意匠については、使用状態時の意匠を引例意匠と比較する

対象に用いるべきである。判断の結論は、製品の各使用状態時の意匠に対する総合的考慮

によって決まる。  

5.2.6 設計要素の判断  

5.2.6.1 形状の判断  

製品の意匠全体の形状について、円形は三角形、四辺形などと比べて、形状に大きな差異

があるため、通常は実質的同一と認定しない。ただし、製品の形状が通常設計である場合

は除く。パッケージ類の製品については、使用状態時の形状を判断の根拠とすべきである。  

5.2.6.2 図案の判断  

図案の変化には、モチーフ、構図の方法、表現方式及びデザインの図案等要素の変更が含

まれるが、色彩の変更でも図案を変えることになり得る。なお、モチーフが同一でも、そ

の構図の方法、表現方式、デザインの図案などが同一でないならば、図案の実質的同一に

もならない。  

製品の名称を含む文字や数字など、製品の外観に現れるものは、発音や意味を勘案せずに、

図案として勘案すべきである。  

5.2.6.3 色彩の判断  

色彩については、色相や純度、明度といった色の 3 属性、ならびに 2 種以上の色の組合わ

せとマッチングにより総合的に判断しなければならない。色相とは朱色、ターコイズブル

ー、レモンイエロー、パウダーグリーンなど、各種の色彩の様態の呼び方である。純度と

はいわゆる彩度で、色彩の鮮やかさの度合を指す。明度とは色の明るさを指す。白の明度

が も高く、黒は も低い。  

単一な色彩による意匠に色彩上の変化のみを施しても、両者は依然、実質的同一の意匠に

該当する。  

6. 専利法第 23 条 2 項に基づく審査  

専利法第 23 条 2 項の規定によると、専利権を付与する意匠は、現有設計又は現有設計の特

徴の組み合わせと比べて明らかな相違があるべきである。係争意匠が現有設計又は現有設

計の特徴の組み合わせと比べて明らかな相違がないとは、次に挙げるいくつかの状況を指

す。  

（1）係争意匠は、種別の同一又は類似な製品の現有設計と比べて、明らかな相違がない。  

（2）係争意匠は現有設計の転用により成されるものであり、両者の設計的特徴が同一であ
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るか、あるいは軽微な差異だけがある。そして、当該具体的な転用手法について、種別の

同一又は類似な製品の現有設計にヒントがある。  

（3）係争意匠は、現有設計又は現有設計の特徴の組み合わせにより成されるものであり、

該現有設計が係争意匠の相応した設計の部分と同一であるか、あるいは軽微な差異だけが

ある。そして、当該具体的な組み合わせ手法について、種別の同一又は類似な製品の現有

設計にヒントがある。  

現有設計の転用と組み合わせにより成される係争意匠について、（2）、（3）の規定に準拠し

て統合的に考慮しなければならない。  

注意すべきことは、前述の転用及び/又は組み合わせを施した後、独特な視覚効果を生じる

ものは除く。  

現有設計の特徴とは、例えば、現有設計の形状、図案、色彩要素又はその結合のような、

現有設計における一部の設計要素又はその結合、又は全体の意匠製品における部品の設計

などのような、現有設計のある構成部の設計を言う。  

6.1 同一又は類似する種類の製品における現有設計との比較  

一般消費者が係争意匠と引例意匠を全体観察することにより、両者の相違点は製品の意匠

全体の視覚効果に顕著な影響を与えないと認識している場合には、係争意匠は現有設計と

比べて明らかな相違がないことになる。顕著な影響についての判断は、種別の同一又は類

似する製品の意匠に限る。  

係争意匠が種別の同一又は類似する製品の現有設計と比べて明らかな相違があるか否かを

確定する際は一般的に、以下に挙げる要素も統合的に考慮すべきである。  

（1）係争意匠と引例意匠を全体観察する際に、使用時に見えやすい箇所をより注目すべき

である。使用時に見えやすい箇所における設計の変化は一般的に、見えづらい又は見えな

い箇所における設計の変化と比べて、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を与える。

例えば、使用中のテレビの裏面や底面について、一般消費者は注意を寄せないため、使用

中に見えづらい裏面と見えない底面における設計の変化と比べて、見えやすい箇所におけ

る設計の変化は一般的に、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を与えることになる。

ただし、見えづらい箇所における特定の設計でも一般消費者の注意を引くような視覚効果

をもたらすことが、証拠によって示されている場合は除く。  

（2）製品におけるある設計が当該類別の製品の通常設計（例えばプルトップ缶の円柱形状

の設計）であることが証明された場合、それ以外の設計の変化は一般的に、全体の視覚効

果に対してより顕著な影響を与えることになる。例えば、型材の横断面周辺が通常は長方

形を成している場合、型材横断面のそれ以外の部分の変化は一般的により顕著な影響を与

える。  

（3）製品の機能によって唯一に限定された特定の形状は一般的に、全体の視覚効果に対し

て顕著な影響を与えない。例えば、カムの曲面形状が、必要となる特定の運動行程 によっ

て唯一に限定されたもので、その相違は全体の視覚効果に対して通常は顕著な影響を与え
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ない。また、自動車タイヤの円形形状は機能によって唯一に限定されたもので、タイヤ表

面の図案は、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を与えることになる。  

（4）局部の軽微な変化にだけあるような相違点は、全体の視覚効果に対して顕著な影響を

もたらすには不充分であり、両者に明らかな相違がないことになる。例えば、係争意匠と

引例意匠が電気炊飯器で、相違点は両者の制御ボタンの形状の違いだけであり、そして制

御ボタンは電気炊飯器の局部の軽微な設計として、全体の設計に占める割合も尐ないため、

そのような変化は全体の視覚効果に対して顕著な影響をもたらすには不充分である。  

注意すべきことは、意匠の簡単な説明における設計要点で言う設計は、必ずしも意匠全体

の視覚効果に対して顕著な影響を与えることにならず、必ずしも係争意匠と引例意匠とを

比べて明らかな相違があることにならない。例えば、自動車の意匠において、簡単な説明

ではその設計要点が自動車の底面にあると指摘しても、自動車の底面の設計は自動車全体

の視覚効果に対して顕著な影響を与えない。  

6.2 現有設計の転用、現有設計とその特徴の組み合わせ 

6.2.1 判断の方法  

現有設計の転用、現有設計とその特徴の組み合わせについて判断する際、通常は以下のよ

うな手順に沿って判断することができる。  

（1）形状、図案、色彩又はその結合を含め、現有設計の内容を確定する。  

（2）現有設計又は現有設計の特徴を係争意匠の対応した部分の設計と比較する。  

（3）現有設計又は現有設計の特徴が、係争意匠の対応した部分の設計と同一であるか、あ

るいは軽微な差異だけがある場合には、係争意匠と種別の同一又は類似な製品の現有設計

において具体的な転用及び/又は組み合わせ手法のヒントがあるか否かについて判断する。  

前述のヒントがあるなら、両者には明らかな相違点がないことになる。独特な視覚効果を

生じるものは除く。  

6.2.2 現有設計の転用  

転用とは、製品の意匠をほかの種別の製品に応用することを指す。自然物や自然景色の模

倣及び製品キャリアのない単なる形状、図案、色彩又はその結合を製品の意匠に応用する

のも、転用に該当する。  

次に挙げる数タイプの転用は、明らかに転用手法のヒントがある場合に該当する。これに

よって成される意匠は、現有設計と比べて明らかな相違を備えないものである。  

（1）単なる基本的な幾何形状を用いるか、又はこれに軽微な変化だけを施すことによって

成される意匠  

（2）自然物や自然景色の原形態の単純模倣によって成される意匠  

（3）著名建築物や著名作品の全部又は一部の形状、図案、色彩の単純模倣によって成され

る意匠  

（4）ほかの種別の製品における意匠の転用で成される玩具、装飾物、食品類製品の意匠  

前述した場合において、独特な視覚効果を生じるものは除く。  
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6.2.3 現有設計とその特徴の組み合わせ  

組み合わせには合体と置換があり、二つあるいは二つ以上の設計又は設計的特徴を合体し

て一つの意匠にすること、若しくは一つの意匠のなかの設計的特徴をほかの設計的特徴で

置き換えることを言う。一つの設計あるいは設計的特徴をユニットとし、配列を繰り返し

て成される意匠は組み合わせ設計に該当する。前述の組み合わせに、自然物や自然景色お

よび製品キャリアのない単なる形状、図案、色彩又はその結合による合体と置換が含まれ

る。  

次に挙げる数タイプの組み合わせは、明らかに組み合わせ手法のヒントがある場合に該当

する。これによって成される意匠は、現有設計又は現有設計の特徴の組み合わせと比べて

明らかな相違を備えない意匠である。  

（1）種別の同一又は類似な製品における複数の現有設計をそのままに、若しくは微細な変

化を施すことにより直接に合体して成される意匠。例えば、数点の部品の設計を一つに合

体して形成した意匠。  

（2）製品に係る意匠の設計的特徴を種別の同一又は類似な製品に係る別の設計的特徴をそ

のままに、若しくは微細な変化を施すことにより置き換えて成される意匠。  

（3）製品の現有の形状設計と現有の図案、色彩又はその結合を直接に合体して成される当

該製品の意匠、若しくは現有設計における図案、色彩又はその結合を、ほかの現有設計に

おける図案、色彩又はその結合に置き換えて成される意匠。  

前述した場合において、独特な視覚効果を生じるものは除く。  

6.2.4 独特な視覚効果  

独特な視覚効果とは、係争意匠が現有設計と比べて、予想できない視覚効果を生じたこと

を言う。組み合わせた後の意匠において、各現有設計或いは設計的特徴が視覚効果上で呼

応関係を成さず、各自で独立に存在したり、単純に重ねているだけなら、通常は独特な視

覚効果を形成しない。  

意匠に独特な視覚効果を備えている場合には、現有設計又は現有設計の特徴の組み合わせ

と比べて、明らかな相違を備えることになる。  

7．専利法第 23 条 3項に基づいた審査  

ある意匠権が、他人が出願日（優先権がある場合は、優先日を指す。）より前に既に取得し

た合法的権利と衝突する場合、当該意匠権の無効を宣告すべきである。  

他人とは、専利権者以外の民事主体のことを指し、自然人、法人またはその他の組織を含

む。  

合法的権利とは、商標権、著作権、企業の名称権（商号権を含む）、肖像権及び有名商品特

有の包装または装飾使用権などを含み、中国人民共和国の法律に基づいて享有し、かつ係

争専利の出願日に依然として有効的な権利または権益のことをいう。  

出願日より前に既に取得した（以下は「先行取得」と略称）とは、先行する合法的権利の

取得日が係争専利の出願日より前にあることをいう。  
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衝突とは、権利人の許諾を得ずに意匠専利が先行する合法的権利の客体を用いることによ

り、専利権の実施が先行権利人の関連する合法的権利または権益に損害を与えることをも

たらすことをいう。  

無効宣告手続において請求人は、それが先行権利の権利者又は利害関係者であること及び

先行権利が有効であることの証明を含み、その主張について挙証しなければならない。  

7.1 商標権  

先行商標権とは、係争専利の出願日前に、他者が中華人民共和国の法域以内において法に

より保護を受ける商標権をいう。商標所有者の許諾を得ずに、係争専利のなかで先行商標

と同一又は類似する設計を使用しており、専利を実施すると、関連公衆をミスリードする

か、若しくは関連公衆の混同を招き、商標所有者の関連する合法的権利や権益に損害を与

えることになる場合には、係争専利権と先行商標権が衝突しているものと判定しなければ

ならない。  

先行商標と係争専利に含まれる関連設計の同一又は類似についての認定は、原則として商

標の同一、類似の判断基準を適用する。  

中国国内で関連公衆に広く知られている登録商標については、権利衝突の判定時に、製品

の種別を適宜緩和してよいとする。  

7.2 著作権  

先行著作権とは、係争専利の出願日前に、他者が独立して創作し作品を完成するか、若し

くは継承、譲渡などの方式によって適法に享有する著作権をいう。うち作品とは、中華人

民共和国著作権法およびその実施条例から保護される客体をいう。  

他者が著作権を享有する作品に接触したかあるいは接触し得る場合に、著作権者の許諾を

得ずに、係争専利のなかで当該作品と同一又は実質的に類似する設計を使用しており、係

争専利を実施すると、先行著作権者の関連する合法的権利や権益に損害を与えることにな

る場合には、係争専利権と先行著作権が衝突しているものと判定しなければならない。  

8．専利法第 9条に基づいた審査  

専利法第 9 条にいう同様の発明創造は意匠にとっては、保護を求める製品の意匠の同一又

は実質的同一を指す。比較する際に、すべての設計要素について全体比較をしなければな

らない。  

係争意匠に複数の意匠が含まれている場合、各意匠を引例意匠と個々に比較しなければな

らない。係争意匠中の 1 つの意匠が別の意匠専利のうちの 1 つの意匠と同一又は実質的同

一であるなら、それが同一の発明創造と判断すべきである。  

9. 意匠の優先権の確認  

9.1 優先権の確認が必要とされる場合  

意匠専利は外国優先権のみ主張できるため、優先権に対する確認とは外国優先権の確認を

指す。  

次に掲げる情況の何れか 1つに該当する場合は、優先権を確認しなければならない。  
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(1) 係争意匠が引例意匠と同一又は実質的同一し、若しくは係争意匠は引例意匠又はその

特徴の組合せと比べて明らかな区別がなく、かつ引例意匠の開示日が係争意匠の主張する

優先日より後（優先日を含む）、出願日より前である場合。  

(2) いかなる単位又は個人が専利局に出願した意匠が係争意匠と同一又は実質的同一して

おり、かつ前者の出願日が後者の出願日より前（出願日を含む）、主張した優先日より後（優

先日を含む）であり、そして前者の授権公告日が後者の出願日より後（出願日を含む）で

ある場合。  

(3) いかなる単位又は個人が専利局に出願した意匠が係争意匠と同一又は実質的同一して

おり、かつ前者が主張する優先日が後者の出願日より前（出願日を含む）、主張する優先日

より後（優先日を含む）であり、そして前者の授権公告日が後者の出願日より後（出願日

を含む）である場合。  

上記（3）の場合、まず係争意匠の優先権を確認すべきである。係争意匠が優先権を主張で

きず、かつ係争意匠の出願日がいかなる単位又は個人が専利局に出願した意匠の出願日よ

り前である場合、さらに引例意匠としての意匠の優先権を確認しなければならない。  

9.2 意匠の同一主題の認定  

意匠の同一主題の認定は、中国での後願意匠とその外国での 初の出願に示した内容に基

づいて判断する。同一主題に属する意匠は以下の二つの条件を同時に満たさなければなら

ない。  

(1) 同一製品における意匠に属する；  

(2) 中国での後願で保護を求める意匠は、その外国における 初の出願に明確に示されて

いる。  

中国での後願で保護を求める意匠は、その外国における 初の出願の中の図面又は写真と

完全に一致しておらず、或いは後願の書類に簡単な説明があるが、先願書類に簡単な説明

事項がないとしても、両者の出願書類から、後願で保護を求めている意匠は外国での 初

出願にすでに明確に示されていることが分かれば、中国での後願で保護を求めている意匠

は、その外国における 初出願の意匠と主題が同一であり、優先権を主張できると認定す

ることができる。例えば、ある外国における 初の出願には、ある製品の正面図、背面図、

左側面図及び斜視図を含むが、その中国での後願では当該製品の正面図、背面図、左側面

図、右側面図及び平面図を提出しており、かつ簡単な説明において底面があまり見えない

ため底面図を省略すると明記したとする。この場合、後願の正面図、背面図及び左側面図

がその外国における 初出願に示されたものと同一であり、かつ右側面図と平面図が既に

その外国における 初出願の斜視図に明確に示されているなら、両者は同一主題を持ち、

当該後願はその外国における 初出願の優先権を主張することができる。  

9.3 優先権を享有する条件  

中国後願の出願日はその外国における 初出願の出願日から 6 ヶ月以内でなければならな

い。  
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9.4 複数の優先権  

専利法実施細則第 32 条 1 項の規定によると、一の意匠専利において、一または複数の優先

権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合、当該専利の優先権期限が も

早い優先日から起算する。  

複数の独立する使用価値をもつ製品を含む意匠については、そのうちの一つまたは複数の

物品意匠が、相応する一つまたは複数の外国における 初の出願に示された意匠の主題と

同一である場合、当該意匠専利は一つまたは複数の優先権を主張することができる。  
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