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法改正前の商標出願審査フローチャート

二、 改正法と現行制度の審査業務フローの比較 

2014 年 5 月 1 日、改正商標法が施行されてから、中国商標局は商標出願審査をスピ

ードアップし、手続きを簡略化するために、出願審査手続きをそれに相応して修正しま

した。法改正前と法改正後の商標出願審査フローチャートの対比は、以下のとおりです。 

国内出願人 商標代理機構 

商標局出願受理 

方式審査 

YES NO 
要求を満たす 期限を定めて補正

YES 
終了 

実体審査 

NO

要求を満たす 全部又は部分的に拒絶 要求を満たす 

YES 

初歩査定・公告 拒絶決定

YES 
被異議申立人が

異議決定に不服 異議申立を提出 異議申立理由が成立 

YES 
NO 異議申立人が異議

決定に不服 登録査定・公告 

登録商標の争議 異議申立決定に対する不服審判

商標評審委員会

決定、審決に不服

北京市第一中級人民法院 

北京市高級人民法院

受理しない 

NO

要求を満たす 
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登録の取消

商

標

削

除

商標局に願書を提出する 

形式審査 

受理しない 

NO 

実体審査 

期限を定めて

補正 
受理しない

拒絶 

部分的拒絶 

初歩査定部分を公告
初歩査定公告 

登録公告

商 標 又 一
部 の 商 品
を削除 

取消不服審判

異議

出願登録が拒絶される

部分出願が拒絶される

商 標

削除

登録が許可される

登録許可部分が公告

無効宣告 

（商標局）

商標又一部の商品を削除

無効宣告 

（商標評審委員会）
無効宣告不服審判

不登録決定 

不服審判

拒絶決定 

不服審判 

商標審判

不服審判決定、裁定

北京知的財産法院（2014.11.6 から） 

北京市高級人民法院

国内で直接に出願 商標代理機構（電子出願も含む） 

NO 

YES 

NO

NO

要求を満たす 要求を満たす 

要求を満たす 

YES 

NO 

不服審判か否か 

不服審判か否
YES

YES

NO

NO 

異議申立か否か 

NO 

YES

不服審判か否か

不服審判か否か

不使用取消

YES
YES NO

不服審判か否か
YES NO 

不服審判か否か 
YES 

基
本
的
に
合
致
す
る YES 
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上記フローチャートで示したように、法改正後の商標審査実務における主な変更は、

補正手続き、分割出願及び異議申立手続きです。詳細は以下のとおりです。 

（1） 補正手続きの変化 

商標法改正前に、実務において、指定商品・役務の表示が認められない場合、商標局

は補正指令を発行し、補正の回数制限は特にありませんでした。したがって、複数回の

補正指令への対応の中で、担当審査官と補正商品・役務についていろいろと検討するこ

とができました。しかし、新商標法の施行後、商標局内部の運用変更により、商標出願

に関わる補正通知の回数が制限されることとなり、補正応答の機会が 1回のみという場

合も少なからずあるようです。明確な表示で、認められた前例があっても、区分表に収

録されていない商品・役務の表示でなければ、認めないという傾向です。つまり、区分

表に収録されていない商品・役務に補正した場合には、当該出願が不受理になるおそれ

があります。この背景の下、あらゆるリスクを避けるため、区分表に収録された商品・

役務に変更する、又は補正通知の対象となった商品・役務表示を削除する補正により対

応されることをお勧めします。 

（2） 分割出願の追加 

商標出願について、部分的拒絶決定を受領した場合、拒絶された指定商品・役務にお

ける出願について不服審判を請求する場合、許可された指定商品・役務における出願を

分割することを申請できます。分割出願は、商標法改正に伴って新たに導入された手続

きです。 

旧法の場合、出願人が部分的拒絶決定に不服があり、審判を請求した際、初歩査定さ

れた部分についても、不服審判の審決及び行政訴訟の判決が確定するまでは公告されま

せんでした。今回、新たに導入された分割出願制度によって、初歩査定された部分はも

う 1 件の出願として新しい出願番号が付与され、公告されます。分割出願の出願日は、

原出願の出願日となります。その場合、初歩査定された商品・役務については、早期登

録が可能になります。それと並行して、原出願の出願番号で、拒絶された部分について

不服審判を請求すれば、審理されます。 

もちろん、部分的拒絶決定を承服して不服審判を請求しない場合は、分割出願は不要

です。不服審判請求期限を過ぎた後に、初歩査定された部分は自動的に公告されるため、

分割出願した場合に比べて、早く登録されることが想定されます。ただし、現時点で、

分割出願を提出して公告されたケースがないため、分割出願した場合と分割出願しなか

った場合とで、登録までの期間にどれくらいの差があるのかは不明です。なお、分割出

3. 主な変化に関する説明
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願には新たな商標出願番号が付与され、別の出願になりますので、上記フローチャート

において反映されていません。その点についてご留意いただければ幸いです。 

（3） 異議申立手続きの変化 

旧商標法によれば、商標異議申立案件は、先ず商標局より審査し、異議申立裁定が下

され、商標局の異議申立裁定に不服があった場合、双方当事者が共に商標評審委員会に

異議決定不服審判を請求することができました。そして、商標評審委員会が下した異議

不服審判の審決に不服があった場合、北京市第一中級人民法院に提訴することができる

という流れでした。 

旧商標法と新商標法では、異議理由が成立しない場合の後続プロセスが著しく異なり

ます。新商標法第 35 条によれば、商標局が登録を拒絶すると決定した場合、被異議申

立人は不服があるときは、通知を受領した日から 15 日以内に、商標評審委員会に不服

審判を請求することができます。なお、商標局が登録を許可すると決定した場合、商標

登録証を交付し、かつ公告します。異議申立人は不服がある場合には、新商標法の第

44 条、第 45 条の規定に基づき、商標評審委員会に当該登録商標の無効審判を請求する

ことになります。 

（4） 商標行政訴訟案件の提訴裁判所の変更について 

2014 年 8 月 3１日、第 12 回中国全国人民代表大会常務委員会第 10 回会議で知財裁判

所の設立に関する「北京、上海、広州における知的財産権法院の設立に関する決定」が

採択されました。当該決定によれば、国務院行政部門の裁定又は決定に対する不服によ

り提起した知的財産権の権利付与·権利確認行政案件の第一審は、北京知的財産権法院

が管轄するとのことです。そのため、いままで北京市第一中級人民法院に提訴していた

商標行政訴訟案件は、2014 年 11 月 6 日の北京知的財産権法院の設立に伴って、北京知

的財産権法院に提訴することになりました。 
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三、 改正後の法執行の概要 

今回の商標法改正の内容において、最も重要な改正内容の一つは登録商標専用権に対

する保護が一層高められたことです。また、商標法改正におけるもう一つの顕著な傾向

は、工商行政管理部門の行政法執行権が強化されたことです。 

中国工商行政管理部門及び市場監督部門は、新商標法の施行によって、企業と公衆の

商標保護意識と正確なブランド価値理念を打ち立てるために、積極的な役割を果たして

います。法執行において、市場に対する監督を一層強化し、市場において流通する商標

ブランドの名誉や利益を損なう行為を阻止しています。さらに、ブランド建設及び保護

のために、市場における監督及び法執行によって、公平、健全で秩序ある市場環境を構

築するように努力しています。法改正後の各地の工商行政管理部門の実務における変化

及び傾向を以下のとおり簡単にまとめます。 

法執行の変化

（1） 商標権侵害行為の定義が明確化され、法執行において、より明確に執行できる

ようになった 

新商標法第 57 条において、商標権侵害に該当する行為をより明確に定義しました。

特に、同一の商品についてその登録商標と類似の商標の使用行為、及び類似の商品につ

いてその登録商標と同一又は類似の商標の使用行為に対して、混同を生じさせやすいか

どうかが判断の要件として追加されました。 

また、第 57 条第 6 号において、他人の登録商標の専用権を侵害する行為のために、

故意に便宜を図り、商標権侵害の実施に協力する行為も商標権侵害行為に該当すると追

加規定されました。これは、旧商標実施条例第 50 条第 2 号の規定を法律レベルに昇格

して規定されたものです。さらに、新商標法実施条例第 75 条において、「他人の商標専

用権を侵害する、貯蔵、運送、郵送、印刷、隠匿、経営場所、インターネット商品取引

のプラットフォーム等を提供することは、商標法第 57 条第 6 号にいう「便宜の提供」

に該当する」と詳細に規定されています。 

このような改正内容は、各地の工商行政管理部門の法執行における商標権侵害の判断

において、より明確な基準としての役割を果たすことが期待できます。 

（2） 主観的な過失がなければ、法的責任を免除できるようになった 

新商標法実施条例第 80 条には、主観的な過失がなければ、当該商標権侵害商品が合

1.
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法的に取得されたことを証明でき、かつ提供者の情報を説明できた場合、商標権侵害商

品の販売を停止しなければなりませんが、ほかの行政責任を負うことを免除されると規

定されました。工商行政管理部門は法執行において、この条項に従い、より公平な決定

を下せるようになると思われます。 

（3） 商標権侵害行為の再犯への処罰が強化された 

新商標法第60条第2項には、「5年以内に商標権侵害行為を2回以上行っているとき、

又はその他重大な情状を有するときは、重罰に処さなければならない」と規定されまし

た。よって、各地の工商行政管理部門は法執行において、当該規定に従い、商標権侵害

行為の再犯に対して、より厳しい処罰を科する権利を持つようになりました。 

法執行の傾向

市場監督及び法執行において、中国の工商行政管理部門と市場監督部門は重要な主体

であり、ここ数年、中国工商行政管理部門と市場監督部門は商標権侵害と模倣品の摘発

において、際立った成果を挙げています。このような法執行行動は、商標権者の権益を

効果的に保護するとともに、公平競争による市場秩序の維持にも資するものです。商標

法改正後、工商行政管理部門における法執行の役割が一層強化される傾向にあります。 

2014 年 1 月から 9 月まで、立件・摘発された知的財産権侵害及び模倣品案件は計 5

万 2500 件で、かかる侵害商品の価値は 7億 9800 万元に及んでいます。また、司法機関

に移送された犯罪事件は計 264 件で、かかる金額は 3億 5300 万元に達しています。 

例えば、中国公安部が通報した2014年の10大知的財産権侵害の典型的案件において、

7 件は 2014 年 5 月 1 日改正商標法実施後の案件です。そのうち、2014 年 6 月 5 日～10

日、上海、広東、黒龍江、北京、浙江、山東の公安機関は協力して模倣ブランドバッグ、

模倣ブランドウォッチの製造販売案件を摘発しました。「パテックフィリップ（PATEK 

PHILIPPE）」、「オメガ（OMEGA）」及び「ロレックス（ROLEX）」等のブランドウォッチ、

部品及びブランドバッグ等の模倣品を差し押さえ、かかる商品の価値は 3億元に上りま

した。 

  また、新商標法の施行後、各地の工商行政管理部門が新商標法に基づき、多くの模

倣品案件を摘発しました。たとえば、浙江省紹興市人民法院は「柔維糸」商標にかかわ

る不正侵害事件を審理しました。この案件において、紹興市人民法院は、新商標法第

63 条の法定賠償を適用し、原告の 15 万元の訴訟請求に対して、4 万元の賠償金を支持

しました。紹興市人民法院によれば、新商標法実施以前の類似案件における 1万元や 2

万元の賠償金に比べて、本件の賠償金額は著しく高額になり、これまで紹興市人民法院

2.
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が審理した商標権侵害事件の中で、損害金額を確定できない状況において原告が獲得し

た賠償金としては最大の金額になりました。2 

したがって、改正商標法が確実に施行され、法執行において、登録商標専用権に対す

る保護が一層向上し、工商行政管理部門の行政法執行も一層効果的になることが見込ま

れます。 

2李春「变化在身边——新《商标法》施行半年回顾」www.cicn.com.cn/content/2014-11/06/content_147579.htm

（2014 年 11 月 6 日） 
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