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説明 

第３節 並行輸入

１、並行輸入に関する概要と処理現状

「並行輸入」（Parallel Imports）とは、通常、輸入業者が関連する知的財産

権者による許諾を得ずに、権利者がその他の国や地域で販売し、又は権利者が

その販売に同意している製品を、知的財産権者又は独占許諾者所在の国若しく

は地域へ輸入することを指しています。 

 

 並行輸入の特徴 

① 輸入された商品は特定の知的財産権と関係がある。 

② 輸入国における当該知財権の権利者と輸出国における当該知財権の権利者は同

じである。 

③ 輸入された商品は、合法的な由来がある。輸出国で、権利者又は被許諾者から合

法的に取得した製品である。つまり、真正品である。 

④ 輸入された商品は安い価格で、輸入国における同一知的財産権商品と競合する。 

⑤ 製品の輸入は、権利者からの許諾を得ていない。 

 

 並行輸入の処理現状 

知財権の種類によって、係わる製品の並行輸入に対する処理も異なっています。 

 

 

２ 専利製品の並行輸入

中国では、専利権の国際消尽原則について明文化することによって、専

利製品の並行輸入が容認されています。 

専利権 専利権侵害とならず、自由に使用・販売されている。 

商標権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 

著作権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 
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2009年10月1日から施行された中国改正専利法の第69条には、「輸入」が加えられま

した。国際消尽論に関する当該規定によって、専利製品の並行輸入は、中国において専

利権侵害とならないことが法律上明確に認められることになりました。 

つまり、専利権者又はその許諾を得た者が海外で専利製品又はその専利方法によって

直接に得た製品を販売した後に、誰でもそれを購入して中国へ輸入することができます。

且つ、輸入者又は第三者がこの輸入した製品を中国で販売・販売の申出・使用すること

は侵害となりません。 

中国では現在、具体的な国情及び産業の発展段階に基づいて、ハイテク分野における

一部の製品、部品、原材料は、依然として輸入に依存しています。また、国民の健康問

題を解決し、健康危機を回避するために、SARS、鳥インフルエンザ（H5N1）などの

ような非常事態が発生した場合、外国から緊急に関連専利薬品を輸入することが必要と

なります。したがって、この法改正による重大な影響の一つとして、並行輸入を許可す

る規定を追加しました。これにより、ある程度ハイテク技術設備が中国に入るように後

押しし、中国にて製造できない又は製造能力が足らない専利薬品を外国から輸入できる

ようにしています。 

 

 

 

旧専利法  

第 63 条  

次の各号の一つに該当するときは、専利権の侵害とみなさない。 

① 専利権者が製造、輸入した製品又は専利権者の許諾を得て製造、

輸入した専利製品又は専利方法により直接得た製品が販売された後

に、その製品の使用、販売の申出、又は販売を行う場合。 

…… 

改正専利法 

第 69 条 

次の各号の一つに該当するときは、専利権の侵害とみなさない。 

① 専利権者またはその許諾を得た機関又は組織又は個人が、専利製

品又は専利方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使

用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。 

……  

243

第３節 並行輸入



254 
 

説明 

3.商標権に関する並行輸入 

中国では現在、専利法の第 3 回改正により、専利製品の並行輸入は認可

されています。しかし、商標法及び関連法規においては、並行輸入に関す

る規定が一切ありません。商標の並行輸入に対して、以下のように２つの

異なった意見が存在しています。 

 

 

上記のように、商標の並行輸入に関して、明確な法律規定がないので、司法実務にお

いても、明確に並行輸入を禁止したり、支持する判例はありません。 

商標権に関する並行輸入事件について、裁判所は通常、商標権の並行輸入に対して一

商標権侵害と

なる 

理由 

① 知的財産権の地域性に鑑み、知的財産権は一定の地域において、

有効でかつ合法的に存続している。商標権の地域性に鑑み、各国の法

律により生じた商標権は、独立して存在しているもので、一国での権

利消尽は、その他の国でも消尽になるとは限らない。 

② 輸入者が、商標権者の許諾を得ずに、同一の商品を輸入・販売す

ることは、商標権者の宣伝成果を無償で利用したことになり、商標権

者の利益を損害している。そのため、並行輸入を認めれば、商標権者

にとって、不公平となる。しかも、現有の商品市場の秩序を破壊する

可能性もある。商標権者の宣伝成果と現有の市場秩序を守るため、並

行輸入を禁止すべきである。 

商標権侵害と

ならない 

 

理由 

① 知的財産権の権利消尽原則に基づき、知的財産権利製品を一度販

売すれば、その知的財産権が消尽される。輸入・販売された正規品に

対し、商標権者または被許諾者は、権利行使することができない。 

② 並行輸入は、消費者に安い価格で高品質の製品を提供でき、消費

者にとって有利である。中国の経済現状によれば、自由貿易を奨励す

るため、商標の並行輸入に対し、厳しい政策をとることは、適当では

ない。 
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刀両断に判断することを回避し、事件の実情に応じて、現有の法律条項、法理、立法主

旨に基づき、ケースバイ・ケースで商標権侵害となるかどうか、又は不正競争になるか

どうかを分析しています。商標の信用を損害し、又は消費者を誤認される行為があれば、

商標権侵害又は不正競争になると判断する傾向が高くなっています。下記の実例をご参

照ください。 

 関係判例 

※ 判例 1：合肥利華洗濯剤有限公司が防城港対外貿易公司を訴えた商標権侵害訴訟事

件 

事件番号：不明 

裁判所：広西チワン族自治区防城港市中等裁判所 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

原告合肥利華（Unilever）洗濯剤有限公司（以下、｢利華公司｣という）は、2000 年 5

月 1 日に、オランダユニリーバ（Unilever）との間で｢OMO｣商標使用許諾契約を締結

し、かつ、2000 年 10 月１日に｢補充契約｣を締結した。当該契約に基づき、利華公司が

中国において｢OMO｣商標の独占使用権を取得した。なお、オランダユニリーバは税関

に、該商標権を登録した。2001 年 12 月 31 日に、利華公司は、被告防城港対外貿易公

司（以下、｢外貿公司｣という）がもう一人の被告である梁慶光氏の依頼を受けて、自社

の許諾を得ずに、ベトナムから 1.8 トンの｢OMO｣ブランド洗濯剤を輸入したという情

報を税関から入手した。利華公司の申請に応じて、関係輸入品が東興税関に差し押さえ

られた。その後、利華公司は、裁判所に訴訟を提起した。 

原告は、両被告の行為が原告の｢OMO｣商標の独占許諾使用権を侵害したと主張した。

それに対し、両被告は、輸入した洗濯剤は、ベトナムの合法販売者から購入し、合法的

な手続きを経て、輸入したものであると反論した。 

裁判所は、「両被告は、原告の許諾を得ずに、『OMO』商標を使用した商品を外国か

ら輸入した。しかも、当該輸入品について、商標所有者が生産し、または商標所有者の

許可を得てから生産したものであることを証明できない。したがって、その輸入行為は

『中華人民共和国商標法』に違反し、原告の上記登録商標の独占使用権を共同に侵害し

たこととなる。」と判断した。 
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当該事件において、権利者は商標権侵害の理由で、関係製品の輸

入・販売者を訴えました。裁判所は、被告に関係製品を商標権者か

ら取得し、又は商標権者の許可を得ている者から取得されていることを証明できる証拠

を要求しました。しかし、被告は立証できなかったので、裁判所は、原告の商標権侵害

主張を支持しました。 

当該事件では、裁判所は、商標権の並行輸入に対する原則を回避し、被告の立証不能

を理由として、原告の主張を認めました。しかし、被告が輸入・販売した製品が正規品

であることを証明することができれば、侵害となるかどうかは不明です。 

 

※ 判例 2：北京法華毅霖商貿有限責任公司が北京世紀恒遠科貿有限公司、重慶大都会

広場太平洋百貨有限公司を訴えた不正競争訴訟事件 

事件番号：不明 

一審裁判所：北京市朝陽区基礎裁判所 

二審裁判所：北京市第二中等裁判所 

結審日付：不明 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

フランス An’ge(アンジュ)社は、｢An’ge｣商標専用権を享有している。2000 年 10 月

30 日に、原告北京法華毅霖商貿有限責任公司はフランス｢An’ge｣社と商業許諾契約を締

結した。当該契約に基づき、原告は、北京、重慶等の地域において｢An’ge｣商標の独占

使用許諾権及び販売権を有していた。第一被告北京世紀恒遠科貿有限公司は、第二被告

重慶大都会広場太平洋百貨有限公司で、ブランド専売ブースを作り、香港瑞金公司から

購入し｢An’ge｣ブラント服装を販売した。 

原告は、被告が授権を得ずに、関連製品を販売したことは、原告の独占経営権を侵害

し、信義誠実の原則に違反していると主張した。それに対して、被告は、原告の独占経

営権は、契約以外の第三者に対抗することができず、被告が販売した製品が合法的に授権

を得て、原告の権利を侵害していないので、不正競争にならないと反論した。 

一審裁判所は、「原告がフランス An’ge(アンジュ)社から取得した『An’ge』及びその製
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当該事件において、権利者は商標権侵害の理由で、関係製品の輸

入・販売者を訴えました。裁判所は、被告に関係製品を商標権者か

ら取得し、又は商標権者の許可を得ている者から取得されていることを証明できる証拠

を要求しました。しかし、被告は立証できなかったので、裁判所は、原告の商標権侵害

主張を支持しました。 

当該事件では、裁判所は、商標権の並行輸入に対する原則を回避し、被告の立証不能

を理由として、原告の主張を認めました。しかし、被告が輸入・販売した製品が正規品

であることを証明することができれば、侵害となるかどうかは不明です。 

 

※ 判例 2：北京法華毅霖商貿有限責任公司が北京世紀恒遠科貿有限公司、重慶大都会

広場太平洋百貨有限公司を訴えた不正競争訴訟事件 

事件番号：不明 

一審裁判所：北京市朝陽区基礎裁判所 

二審裁判所：北京市第二中等裁判所 

結審日付：不明 

一審結審日付：2002 年 6 月 10 日 

 経緯 

フランス An’ge(アンジュ)社は、｢An’ge｣商標専用権を享有している。2000 年 10 月

30 日に、原告北京法華毅霖商貿有限責任公司はフランス｢An’ge｣社と商業許諾契約を締

結した。当該契約に基づき、原告は、北京、重慶等の地域において｢An’ge｣商標の独占

使用許諾権及び販売権を有していた。第一被告北京世紀恒遠科貿有限公司は、第二被告

重慶大都会広場太平洋百貨有限公司で、ブランド専売ブースを作り、香港瑞金公司から

購入し｢An’ge｣ブラント服装を販売した。 

原告は、被告が授権を得ずに、関連製品を販売したことは、原告の独占経営権を侵害

し、信義誠実の原則に違反していると主張した。それに対して、被告は、原告の独占経

営権は、契約以外の第三者に対抗することができず、被告が販売した製品が合法的に授権

を得て、原告の権利を侵害していないので、不正競争にならないと反論した。 

一審裁判所は、「原告がフランス An’ge(アンジュ)社から取得した『An’ge』及びその製
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品の独占販売権は合法的且つ有効的な権利であるが、当該権利は、他の経営者が同一の

市場で『An’ge』服装を合法的に経営する行為を排斥することができない。二被告の行

為は合法的な経営なので、中国の不正競争防止法に違反していない。」と認定し、原告

の訴訟請求を棄却した。 

二審裁判所は、「関連輸入品が確かに権利者によって製造された正規品で、且つ被告

は、正当な通関手続きを行っている。そのうえ、被告は、製品を販売する際に、消費者

に『An’ge』ブラントの出所及び販売者に対する誤解及び混同させることがなかった。

被告の行為が不正競争となるという原告の主張には、事実と法的根拠がない。」と認定

し、一審判決を維持した。 

 

当該事件において権利者は、信義誠実原則に違反し、不正競争を

構成するという理由で、並行輸入業者を訴えました。裁判所は、並

行輸入業者の経営手続きが正当且つ合法であるかどうか、消費者に誤認を生じさせる行

為があるかどうかを審査しました。その結果、並行輸入業者は、正当に取引きし、輸入

手続きも合法的で、消費者に誤認される如何なる行為もないので、信義誠実原則に違反

せず、不正競争とならないと判断しました。 

当該事件において、裁判所は、権利者が不正競争の理由で提訴したので、信義誠実原

則に違反するかどうか、不正競争行為があるかどうかを審査しました。商標権侵害の理

由で提訴すれば、支持されたか否かは分かりません。但し、裁判所は、並行輸入の合法

性を認めたようなので、商標権侵害の理由で提訴しても、支持されない可能性が高いと

考えられます。 

 

※ 判例 3：ミシュラングループが談国強、歐燦を訴えた商標専用権侵害訴訟事件 

裁判文書番号：（2009）長中民三初字第 0073 号 

裁判所：長沙市中等裁判所 

一審結審日付：2009 年 4 月 24 日 

 経緯 

19 世紀末 20 世紀初、ミシュラングループ（以下、「原告」という）が中国で｢タイヤ

＋人図形｣及び｢MICHELIN｣商標をタイヤ及び車輌などの関連製品区分に登録した。
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コメント 

2008 年、原告は談国強と歐燦が自社の登録商標専用権を侵害する製品を経営・販売し

ているのを発見したので、裁判所に提訴した。 

それに対して、被告は、販売しているタイヤは、原告が日本で生産している正規品な

ので、原告の商標権を侵害していないと反論した。 

裁判所は、「当事者双方は、タイヤ関連製品が原告により日本で製造された正規品で

あること、及びタイヤ関連製品が 3C 認証を得ていないことに対し、異議がない。本件

に係るタイヤ製品は、強制 3C 認証が必要の製品である。したがって、3C 認証を得て

いなければ、当該製品が合法的に輸入されたものではなく、且つ中国市場で流通が許可

されていない製品であると考えられる。当該製品は、原告が日本で製造したものである

が、原告の許可と品質認証を得ずに、中国で販売されたことは、違法行為である。しか

も、当該製品は性能及び安全面においてリスクがあるので、商品品質及び商品提供者の

信用を保証する商標の役割を破壊し、原告の登録商標専用権に事実上の損害を与えた。」

と判断した。したがって、両被告の販売行為は、原告の登録商標専用権の侵害行為に当

たり、販売停止と損害賠償の責任を負担しなくてはならないと言い渡した。 

 

当該事件において権利者は、商標権侵害の理由で、輸入品の販売

者を訴えました。関連輸入品は、確かに外国で製造・販売された正

規品ですが、中国の関連製品に関する強制認証を得ていないので、中国における販売が

許可されていません。このような製品の販売は、中国の消費者にとって、リスクがあり、

且つ商標権者の商標信用を損害するおそれがあると判断し、裁判所は、被告の販売行為

が商標権侵害となると言い渡しました。 

この件において、係る製品は特別な製品で、国家安全認証を得なくては、販売できな

い製品でした。輸入品が安全認証を得ることなしに、商標付きで販売されていましたの

で、その使用によって万が一損害がもたらされた場合、消費者は、商標権者の責任を追

及することができます。したがって、このような輸入品の販売は、商標の信用に影響を

与えるので、商標権侵害となると判断されました。しかし、輸入品が特別な認証手続き

が必要ではない製品であり、且つ関係輸入品の販売が商標の信用に影響を与えることを

証明できない場合、同様に商標権侵害となるかどうかは分かりません。 
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コメント 

2008 年、原告は談国強と歐燦が自社の登録商標専用権を侵害する製品を経営・販売し

ているのを発見したので、裁判所に提訴した。 

それに対して、被告は、販売しているタイヤは、原告が日本で生産している正規品な

ので、原告の商標権を侵害していないと反論した。 

裁判所は、「当事者双方は、タイヤ関連製品が原告により日本で製造された正規品で

あること、及びタイヤ関連製品が 3C 認証を得ていないことに対し、異議がない。本件

に係るタイヤ製品は、強制 3C 認証が必要の製品である。したがって、3C 認証を得て

いなければ、当該製品が合法的に輸入されたものではなく、且つ中国市場で流通が許可

されていない製品であると考えられる。当該製品は、原告が日本で製造したものである

が、原告の許可と品質認証を得ずに、中国で販売されたことは、違法行為である。しか

も、当該製品は性能及び安全面においてリスクがあるので、商品品質及び商品提供者の

信用を保証する商標の役割を破壊し、原告の登録商標専用権に事実上の損害を与えた。」

と判断した。したがって、両被告の販売行為は、原告の登録商標専用権の侵害行為に当

たり、販売停止と損害賠償の責任を負担しなくてはならないと言い渡した。 

 

当該事件において権利者は、商標権侵害の理由で、輸入品の販売

者を訴えました。関連輸入品は、確かに外国で製造・販売された正

規品ですが、中国の関連製品に関する強制認証を得ていないので、中国における販売が

許可されていません。このような製品の販売は、中国の消費者にとって、リスクがあり、

且つ商標権者の商標信用を損害するおそれがあると判断し、裁判所は、被告の販売行為

が商標権侵害となると言い渡しました。 

この件において、係る製品は特別な製品で、国家安全認証を得なくては、販売できな

い製品でした。輸入品が安全認証を得ることなしに、商標付きで販売されていましたの

で、その使用によって万が一損害がもたらされた場合、消費者は、商標権者の責任を追

及することができます。したがって、このような輸入品の販売は、商標の信用に影響を

与えるので、商標権侵害となると判断されました。しかし、輸入品が特別な認証手続き

が必要ではない製品であり、且つ関係輸入品の販売が商標の信用に影響を与えることを

証明できない場合、同様に商標権侵害となるかどうかは分かりません。 

 

 
 
 

1 

説明 

※ まとめ 

商標の並行輸入について、前述のように、法律規定が不明確なので、正当な税関手続

きを経て、並行輸入された製品に対して、権利行使することは難しくなっています。実

務上、状況に応じて、処理が異なっています。 

また、理論界では、下記の状況下では、商標並行輸入の例外に該当し、通常、商標権

侵害又は不正競争を構成すると認められます。 

 

① 並行輸入の商品に対する新たな包装、標識、広告方式などにより、不適切な変更

をすることで、商品本来のオリジナル状況が損なわれ、又は商標権者の商標信用に損

害をもたらした場合。 

② 商標権者が、他の国における商標権譲受者又は受諾者との間で関連協議書を締結

することにより、商品の輸出地域を明確に限定し、又は当該商標付き商品の並行輸入

を明確に禁止している場合。 

③ 並行輸入の商品と輸入国の国内同一ブランド商品とを比較し、成分、品質、保証、

味又はアフターサービスにおいて実質的な差異を有するものの、消費者が容易に識別

できる顕著な方式による表示をしていない場合。 

④ 商品に係る通常のアフターサービス及び保証を有していない場合。 

 

 

著作物の並行輸入

中国の著作権法及び関連法規には、並行輸入に関する規定が一切あり

ません。また、実務においても、著作物の並行輸入に関する典型的な訴訟

事件が発生していないので、著作権の並行輸入に関する中国の裁判所の

観点もはっきりしないのが現状です。また、並行輸入に関する学界の研究も、主に、専

利と商標分野に集約されているので、著作物の並行輸入について、学界における権威的

な意見も形成されていません。勿論、著作物の並行輸入についても、下記のとおり、禁

止と許可の２つの異なる意見が存在していますが、ご参考までに紹介します。 
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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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．主要法律

中華人民共和国専利法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議で採択、 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議「「中華人民共和国専利法」の改正

に関する決定」に基づき第 回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委

員会第 次会議「「中華人民共和国専利法」の改正に関する決定」に基づき第 回改正、

年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議「「中華人民共和国

専利法」の改正に関する決定」に基づき第 回改正） 年 月 日施行

第一章 総則

第一条 専利権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造

の応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を

促進することを目的とし、本法を制定する。

第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技

術方案を指す。意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合

に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第三条 国務院専利行政部門が全国の専利事務を管理し、専利出願を統一的に受理及び

審査し、法により専利権を付与する。

省・自治区・直轄市人民政府の専利事務管理部門が当該行政区域内における専利管理事

務を行う。

第四条 専利を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要

がある場合は、国の関連規定に基づき処理する。

第五条 法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、

専利権を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依

存して完成したりした発明創造に対しては、専利権を付与しない。

第六条 当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・技術条件を利用して完

成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該部門に帰
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．主要法律

中華人民共和国専利法

（ 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議で採択、 年 月

日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議「「中華人民共和国専利法」の改正

に関する決定」に基づき第 回改正、 年 月 日第 期全国人民代表大会常務委

員会第 次会議「「中華人民共和国専利法」の改正に関する決定」に基づき第 回改正、

年 月 日第 期全国人民代表大会常務委員会第 次会議「「中華人民共和国

専利法」の改正に関する決定」に基づき第 回改正） 年 月 日施行

第一章 総則

第一条 専利権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造

の応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を

促進することを目的とし、本法を制定する。

第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技

術方案を指す。意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合

に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第三条 国務院専利行政部門が全国の専利事務を管理し、専利出願を統一的に受理及び

審査し、法により専利権を付与する。

省・自治区・直轄市人民政府の専利事務管理部門が当該行政区域内における専利管理事

務を行う。

第四条 専利を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要

がある場合は、国の関連規定に基づき処理する。

第五条 法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、

専利権を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依

存して完成したりした発明創造に対しては、専利権を付与しない。

第六条 当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・技術条件を利用して完

成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該部門に帰
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属し、出願が認可された場合は当該部門を専利権者とする。

非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可

された場合は当該発明者又は考案者を専利権者とする。

その部門の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、部門と発明者又は考

案者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、そ

の定めに従う。

第七条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる部門又は

個人もこれを抑圧してはならない。

第八条 二つ以上の部門又は個人が協力して完成した発明創造、一つの部門又は個人が

その他の部門や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途約定がある場合

を除き、専利出願の権利は単独で完成した部門又は個人、あるいは共同で完成した部門

又は個人に帰属し、出願が認可された場合は出願した部門又は個人を専利権者とする。

第九条 同様の発明創造に対しては 件の専利権のみを付与する。但し、同一の出願者

が同日中に同様の発明創造について実用新案を出願し、同時に発明特許を出願した場合、

先に取得した実用新案権が終了する以前において、出願者が当該実用新案権の放棄を宣

言したものは発明特許権を付与することができる。

二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが専利を出願した場合、専利権は

最も早く出願した者に付与する。

第十条 専利出願権及び専利権は譲渡することができる。

中国の部門又は個人が外国人、外国企業、あるいはその他外国組織に専利出願権又は専

利権を譲渡する場合、関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行う。

専利出願権又は専利権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院専利

行政部門に登記する。国務院専利行政部門が公告を出す。専利出願権又は専利権の譲渡

は登記日から有効となる。

第十一条 発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除

き、いかなる部門又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならな

い。即ち生産経営を目的として、その専利製品について製造、使用、販売の許諾、販売、

輸入を行ってはならず、その専利方法を使用することできず、当該専利方法により直接

獲得した製品について使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならない。
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意匠権が付与された後、いかなる部門又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利

を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠製品を製造、販売の申し

出、販売、輸入してはならない。

第十二条 いかなる部門又は個人も、他人の専利を実施する場合は専利権者と実施許諾

契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で

規定された以外のいかなる部門又は個人に対しても当該専利の実施を許諾する権利を持

たない。

第十三条 発明特許出願の公開後、出願者はその発明を実施する部門又は個人に適当な

額の費用を支払うよう要求することができる。

第十四条 国有企業事業者の発明特許が国の利益又は公共の利益に対して重大な意味

を持つ場合、国務院関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は国務院の認可を受

け、認可された範囲内で普及・応用させることを決定し、指定された部門に実施を許諾

することができる。実施部門は国の規定に基づいて専利権者に使用料を支払う。

第十五条 専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合

はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方

式によって他者に当該専利の実施を許諾することができる。他者に当該専利の実施を許

諾する場合、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同

意を得なければならない。

第十六条 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を

与える。発明創造が許諾され、実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済

効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は専利文書において自分が発明者又は考案者であること

を明記する権利を有する。

専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を行う権利を有する。

第十八条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組

織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結

した国際条約によるか、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。

第十九条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組
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意匠権が付与された後、いかなる部門又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利

を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠製品を製造、販売の申し

出、販売、輸入してはならない。

第十二条 いかなる部門又は個人も、他人の専利を実施する場合は専利権者と実施許諾

契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で

規定された以外のいかなる部門又は個人に対しても当該専利の実施を許諾する権利を持

たない。

第十三条 発明特許出願の公開後、出願者はその発明を実施する部門又は個人に適当な

額の費用を支払うよう要求することができる。

第十四条 国有企業事業者の発明特許が国の利益又は公共の利益に対して重大な意味

を持つ場合、国務院関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は国務院の認可を受

け、認可された範囲内で普及・応用させることを決定し、指定された部門に実施を許諾

することができる。実施部門は国の規定に基づいて専利権者に使用料を支払う。

第十五条 専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合

はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方

式によって他者に当該専利の実施を許諾することができる。他者に当該専利の実施を許

諾する場合、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同

意を得なければならない。

第十六条 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を

与える。発明創造が許諾され、実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済

効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は専利文書において自分が発明者又は考案者であること

を明記する権利を有する。

専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を行う権利を有する。

第十八条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組

織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結

した国際条約によるか、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。

第十九条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組
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織が中国で専利を出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、法に基づき設立さ

れた専利代理機関に委託して処理しなければならない。

中国の部門又は個人が国内で専利を出願する場合、及びその他の専利事務を行う場合、

法に基づき設立された専利代理機関に委託し処理することができる。

専利代理機関は法律と行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて専利出願又はその

他の専利事務を処理しなければならない。被代理人の発明創造の内容に対し、専利出願

が既に公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する義務を負う。専利代理機関

の具体的な管理方法は国務院が規定する。

第二十条 いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で

専利を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。

秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。

中国の部門又は個人は、中華人民共和国が締結した関連の国際条約に基づいて専利の国

際出願を行うことができる。出願者が専利の国際出願を行う場合、前款の規定を遵守し

なければならない。

国務院専利行政部門は中華人民共和国が締結した関連の国際条約及び本法、国務院の関

連規定に基づいて専利の国際出願を処理する。

本条第一款の規定に違反して外国で専利を出願した発明又は実用新案について、中国で

専利を出願した場合は専利権を付与しない。

第二十一条 国務院専利行政部門及びその専利再審委員会は、客観性と公正性、正確性、

適時性の要求に従い、法に基づいて関連する専利の出願及び請求を処理しなければなら

ない。

国務院専利行政部門は完全かつ正確に、適時に専利情報を発表し、専利公報を定期的に

発行しなければならない。

専利出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者はその内容

に対して秘密保持の責任を負う。

第二章 専利権付与の条件

第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備

していなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個
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人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願してお

らず、かつ出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載され

ていないことを指す。

創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、

当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むこ

とができることを指す。

本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。

第二十三条 専利権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものとする。また、いか

なる部門又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願して

おらず、かつ出願日以降に公開された専利文書において記載されていないこととする。

専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的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。

専利権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と抵触してはならな

い。

本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。

第二十四条 専利を出願する発明創造について、出願日前 カ月以内に以下の状況のい

ずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

（一）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。

（二）規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。

（三）他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

第二十五条 以下に掲げる各号には専利権を付与しない。

（一）科学上の発見。

（二）知的活動の規則及び方法。

（三）疾病の診断及び治療方法。

（四）動物と植物の品種。

（五）原子核変換方法を用いて取得した物質。

（六）平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機

能とする設計。
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人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願してお

らず、かつ出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載され

ていないことを指す。

創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、

当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むこ

とができることを指す。

本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。

第二十三条 専利権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものとする。また、いか

なる部門又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願して

おらず、かつ出願日以降に公開された専利文書において記載されていないこととする。

専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的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。

専利権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と抵触してはならな

い。

本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。

第二十四条 専利を出願する発明創造について、出願日前 カ月以内に以下の状況のい

ずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

（一）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。

（二）規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。

（三）他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

第二十五条 以下に掲げる各号には専利権を付与しない。

（一）科学上の発見。

（二）知的活動の規則及び方法。

（三）疾病の診断及び治療方法。

（四）動物と植物の品種。

（五）原子核変換方法を用いて取得した物質。

（六）平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機

能とする設計。
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前款第（四）号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与

することができる。

第三章 専利の出願

第二十六条 発明又は実用新案の専利の出願には、願書、説明書及びその概要、権利要

求書等の文書を提出する。

願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願者の氏名又は名称、住所及びそ

の他の事項を明記する。

説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを

基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。概要は発明又は実

用新案の技術要点を簡単に説明する。

権利要求書は説明書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説

明する。

遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は専利出願書類において当該遺

伝資源の直接的由来と原始的由来を説明する。原始的由来を説明できない場合、出願者

はその理由を陳述する。

第二十七条 意匠の出願には、専利出願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の

簡単な説明等の書類を提出する。

出願者が提出する図面又は写真は、専利保護を要請する製品の意匠を鮮明に表示してい

なければならない。

第二十八条 国務院専利行政部門が、専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願

書類が郵送された場合は、郵送の消印日を出願日とする。

第二十九条 出願者が発明又は実用新案の専利を外国で初めて出願した日から カ月

以内に、あるいは意匠を外国で初めて出願した日から カ月以内に、中国で再び同様の

主題について専利を出願する場合、当該外国と中国が締結した約定又は共に締結した国

際条約に基づき、あるいは相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けること

ができる。

出願者が発明又は実用新案を中国で初めて専利出願した日から カ月以内に、国務院専

利行政部門に同様の主題について専利を出願する場合、優先権を受けることができる。

第三十条 出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ カ月以
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内に最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。書面で声明を出さ

ない、又は期限を過ぎても専利出願書類の副本を提出しない場合は、優先権を主張して

いないものと見なされる。

第三十一条 一件の発明又は実用新案の専利出願は、一つの発明又は実用新案に限られ

る。

一つの全体的な発明構想の二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出する

ことができる。

一件の意匠出願は、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、あ

るいは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願

として提出することができる。

第三十二条 出願者は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時撤回するこ

とができる。

第三十三条 出願者は、その専利出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及

び実用新案に対する専利申請書類に対する修正は、元の説明書及び権利要求書に記載し

た範囲を超えてはならず、意匠に対する専利出願書類の修正は、元の画像又は写真で表

示した範囲を超えてはならない。

第四章 専利出願の審査と認可

第三十四条 国務院専利行政部門は発明特許の出願を受領後、予備審査により本法の要

求に合致していると認めた場合、出願日から満 カ月後に公開する。国務院専利行政部

門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第三十五条 発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提

出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者に正当な

理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は撤回されたものと

見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許の出願に対して実体審査を行う

ことができる。

第三十六条 発明特許の出願者が実体審査を請求する場合、出願日以前におけるその発

明に関係する参考資料を提出しなければならない。

発明特許について外国で出願済みの場合、国務院専利行政部門は出願者に対し、指定の
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内に最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。書面で声明を出さ

ない、又は期限を過ぎても専利出願書類の副本を提出しない場合は、優先権を主張して

いないものと見なされる。

第三十一条 一件の発明又は実用新案の専利出願は、一つの発明又は実用新案に限られ

る。

一つの全体的な発明構想の二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出する

ことができる。

一件の意匠出願は、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、あ

るいは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願

として提出することができる。

第三十二条 出願者は、専利権が付与されるまでの間にその専利出願を随時撤回するこ

とができる。

第三十三条 出願者は、その専利出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及

び実用新案に対する専利申請書類に対する修正は、元の説明書及び権利要求書に記載し

た範囲を超えてはならず、意匠に対する専利出願書類の修正は、元の画像又は写真で表

示した範囲を超えてはならない。

第四章 専利出願の審査と認可

第三十四条 国務院専利行政部門は発明特許の出願を受領後、予備審査により本法の要

求に合致していると認めた場合、出願日から満 カ月後に公開する。国務院専利行政部

門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第三十五条 発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提

出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者に正当な

理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は撤回されたものと

見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許の出願に対して実体審査を行う

ことができる。

第三十六条 発明特許の出願者が実体審査を請求する場合、出願日以前におけるその発

明に関係する参考資料を提出しなければならない。

発明特許について外国で出願済みの場合、国務院専利行政部門は出願者に対し、指定の

291 
 

期間内に当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出する

よう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願

は撤回されたものと見なされる。

第三十七条 国務院専利行政部門は発明特許出願に対して実体審査を行った後、本法の

規定に合致していないと認める場合、出願者に通知を行い、指定の期間内に意見を陳述

するか、あるいはその出願を修正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても回

答しない場合、当該出願は撤回されたものと見なされる。

第三十八条 発明特許の出願について、出願者が意見陳述又は補正を行った後、国務院

専利行政部門が依然として本法の規定に合致しないと認める場合はこれを却下する。

第三十九条 発明特許の出願に対して実体審査を行い、これを却下する理由が存在しな

い場合は国務院専利行政部門が発明特許権を付与する決定を下し、発明特許証書を交付

する。

同時に登記して公告し、発明特許権は公告日から有効となる。

第四十条 実用新案及び意匠の専利出願に対して予備審査を行い、これを却下する理由

が存在しない場合、国務院専利行政部門が実用新案権又は意匠権を付与する決定を下し、

相応する専利証書を交付する。同時に登記して公告し、実用新案権及び意匠権は公告日

から有効となる。

第四十一条 国務院専利行政部門は専利再審委員会を設置する。専利出願者は国務院専

利行政部門の出願却下の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から カ月以

内に、専利再審委員会に再審を請求することができる。専利再審査委員会は再審後に決

定を下し、かつ専利出願者に通知する。

専利出願者は専利再審査委員会の再審決定に対して不服である場合、通知を受領した日

から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第五章 専利権の存続期間、消滅、無効

第四十二条 発明特許権の期限は 年とし、実用新案権と意匠権の期限は 年とする。

ともに出願日から起算する。

第四十三条 専利権者は専利権を付与された年から年費を納付する。

第四十四条 以下の状況のいずれかに該当する場合、専利権は期限満了前に消滅するも

のとする。
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（一）規定に基づき年費を納付していない場合。

（二）専利権者が書面での声明をもって、その専利権を放棄した場合。

専利権が期限満了以前に消滅した場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

第四十五条 国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる部門又は個

人が、当該専利権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は専利再審委

員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条 専利再審委員会は専利権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、

かつ請求者及び専利権者に通知する。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利

行政部門が登記及び公告を行う。

専利再審委員会の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、通知

を受領した日から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無

効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。

第四十七条 無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。

専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された

専利権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、

及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利譲渡契約に対して、遡及力を持たないも

のとする。但し、専利権者の悪意により他者に損失をもたらした場合は、賠償しなけれ

ばならない。

前款の規定に従い、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還せず、公平

の原則に明らかに違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。

第六章 専利実施の強制許諾

第四十八条 以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院専利行政部門は実施条件を

具備した部門又は個人の請求により、発明特許又は実用新案の実施を強制許諾すること

ができる。

（一）専利権者が専利権を付与された日より満三年が経過し、かつ専利出願日より満四

年が経過しても、その専利を正当な理由なく実施しない、あるいは十分に実施しない場

合。

（二）専利権者による専利権の行使行為が法に基づき独占行為であると認定され、当該

行為によってもたらされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。
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（一）規定に基づき年費を納付していない場合。

（二）専利権者が書面での声明をもって、その専利権を放棄した場合。

専利権が期限満了以前に消滅した場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

第四十五条 国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる部門又は個

人が、当該専利権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は専利再審委

員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条 専利再審委員会は専利権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、

かつ請求者及び専利権者に通知する。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利

行政部門が登記及び公告を行う。

専利再審委員会の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、通知

を受領した日から カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無

効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。

第四十七条 無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。

専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された

専利権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争の処理決定、

及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利譲渡契約に対して、遡及力を持たないも

のとする。但し、専利権者の悪意により他者に損失をもたらした場合は、賠償しなけれ

ばならない。

前款の規定に従い、専利権侵害の賠償金、専利使用料、専利権譲渡料を返還せず、公平

の原則に明らかに違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。

第六章 専利実施の強制許諾

第四十八条 以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院専利行政部門は実施条件を

具備した部門又は個人の請求により、発明特許又は実用新案の実施を強制許諾すること

ができる。

（一）専利権者が専利権を付与された日より満三年が経過し、かつ専利出願日より満四

年が経過しても、その専利を正当な理由なく実施しない、あるいは十分に実施しない場

合。

（二）専利権者による専利権の行使行為が法に基づき独占行為であると認定され、当該

行為によってもたらされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。
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第四十九条 国に緊急事態又は非常事態が発生するか、あるいは公共の利益を目的とす

る場合、国務院専利行政部門は発明特許又は実用新案の実施を強制許諾することができ

る。

第五十条 公共の健康を目的として専利権を取得した薬品について、国務院専利行政部

門はこれを製造し、中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に合致する国また

は地域に輸出することを強制許諾することができる。

第五十一条 専利権を取得した発明又は実用新案が、以前に専利権を取得済みの発明、

あるいは実用新案と比べて経済的意義が顕著な重大な技術進歩を有し、その実施が前の

発明又は実用新案の実施に依存している場合、国務院専利行政部門は後の専利権者の申

請に基づき、前の発明又は実用新案の実施を強制許諾することができる。

前款の規定に基づいて実施を強制許諾する状況において、国務院専利行政部門は前の専

利権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができ

る。

第五十二条 強制許諾と関連する発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共利

益の目的と本法第四十八条第（二）項が規定する状況に限る。

第五十三条 本法第四十八条第（二）項と第五十条の規定に基づいて強制許諾を行う状

況を除き、強制許諾の実施は主に国内市場への供給を目的とする。

第五十四条 本法第四十八条第（一）項と第五十一条の規定に基づいて強制許諾を申請

する部門または個人は、専利権者に対して合理的な条件によってその専利の実施を請求

し、かつ合理的な期間内に許諾を得ることができなかったことを証明するため、証拠を

提出しなければならない。

第五十五条 国務院専利行政部門は、その強制実施許諾の決定について専利権者に適時

通知し、かつ登記と公告を行わなければならない。

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定める。強

制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生していない場合、国務院専利行政部門は、専利権

者の請求に基づき、審査を経た後で強制実施許諾を中止することを決定する。

第五十六条 強制実施許諾を取得した部門又は個人は、独占的な実施権を持たず、かつ

他者に実施を許諾する権利を有しない。

第五十七条 強制実施許諾を取得した部門又は個人は、専利権者に合理的な使用料を支
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払うか、あるいは中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に基づいて、使用料

に関わる問題を処理する。使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。双方が合

意することができない場合は国務院専利行政部門が裁定する。

第五十八条 専利権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服

である場合、及び専利権者と強制実施許諾を取得した部門及び個人が、国務院専利行政

部門の強制実施許諾に関する使用料の裁定に不服である場合、通知を受領した日から

カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第七章 専利権の保護

第五十九条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、

説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

意匠権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、

図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

第六十条 専利権者の許諾を受けずにその専利を実施する、即ちその専利権を侵害し、

紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意

することができなかった場合、専利権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起するこ

とができ、また専利事務管理部門に処理を求めることもできる。専利事務管理部門が処

理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権利

侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を

受領した日から 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に訴訟

を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為

も停止しない場合、専利事務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。

処理を行う専利事務管理部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額につい

て調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、「中華人民共和国民

事訴訟法」に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。

第六十一条 専利権利侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同

様の製品を製造する部門又は個人はその製品の製造方法が専利の方法と違うことを証明

する証拠を提出しなければならない。

専利権利侵害を巡る紛争が実用新案又は意匠に関連する場合、人民法院又は専利事務管

理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害を巡る紛争を審議し、処理するた
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払うか、あるいは中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に基づいて、使用料

に関わる問題を処理する。使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。双方が合

意することができない場合は国務院専利行政部門が裁定する。

第五十八条 専利権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服

である場合、及び専利権者と強制実施許諾を取得した部門及び個人が、国務院専利行政

部門の強制実施許諾に関する使用料の裁定に不服である場合、通知を受領した日から

カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

第七章 専利権の保護

第五十九条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、

説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

意匠権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、

図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

第六十条 専利権者の許諾を受けずにその専利を実施する、即ちその専利権を侵害し、

紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意

することができなかった場合、専利権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起するこ

とができ、また専利事務管理部門に処理を求めることもできる。専利事務管理部門が処

理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権利

侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を

受領した日から 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に訴訟

を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為

も停止しない場合、専利事務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。

処理を行う専利事務管理部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額につい

て調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、「中華人民共和国民

事訴訟法」に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。

第六十一条 専利権利侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同

様の製品を製造する部門又は個人はその製品の製造方法が専利の方法と違うことを証明

する証拠を提出しなければならない。

専利権利侵害を巡る紛争が実用新案又は意匠に関連する場合、人民法院又は専利事務管

理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害を巡る紛争を審議し、処理するた
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めの証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索と分析、

評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。

第六十二条 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

技術又は設計が既存技術、あるいは既存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。

第六十三条 専利を偽称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、専利事務管理部門

が是正を命じ、これを公告するとともに、違法所得を没収し、違法所得の 倍以下の罰

金を併科すことができる。違法所得がない場合は 万元以下の罰金を科すことができる。

犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追及する。

第六十四条 専利事務管理部門は、その取得した証拠に基づいて専利偽称被疑行為を取

り締まる場合、全ての関連当事者を尋問し、違法被疑行為と関連する状況を調査するこ

とができる。当事者の違法被疑行為の場所に対して現場検査を実施し、違法被疑行為と

関連する契約や領収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧・複製することができる。また、

違法被疑行為と関連する製品を検査し、専利製品の偽称製品であることを証明する証拠

があった場合は封鎖するか、又は差し押さえることができる。

専利事務管理部門が法に基づき前項既定の職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、

幇助を提供しなければならない。拒否したり、妨害したりしてはならない。

第六十五条 専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に

応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害

によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が

取得した利益を確定することが困難である場合、当該専利の使用許諾料の倍数に応じて

確定する。

賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むも

のとする。

権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、専利使用許諾料を確定することがいずれも

困難である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基

づき、 万元以上 万元以下の賠償を認定することができる。

第六十六条 専利権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに

行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法
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的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行

為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。

要請者は要請時に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は要請を却下

する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。特殊な状況によりこれを延長す

る必要がある場合は 時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行

った場合は即座にこれを執行する。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審

を要請することができる。再審期間中は裁定の執行を停止しない。

要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から 日以内に起訴し

ない場合、人民法院は当該措置を解除する。

要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を

賠償しなければならない。

第六十七条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取

得困難である状況において、専利権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全

を要請できる。

人民法院は保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができる。要請

者が担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。保全措置を講じる裁定を行った

場合は即座にこれを執行する。

要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から 日以内に起訴しない場合、人民法

院はその執行を解除する。

第六十八条 専利権侵害の訴訟時効は 年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行

為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から専利権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料

を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 年とする専

利権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算する。

但し、専利権者が専利付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、専利権付与日より

起算する。

第六十九条 以下の状況のいずれかがある場合は専利権侵害とは見なさない。
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的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行

為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。

要請者は要請時に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は要請を却下

する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。特殊な状況によりこれを延長す

る必要がある場合は 時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行

った場合は即座にこれを執行する。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審

を要請することができる。再審期間中は裁定の執行を停止しない。

要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から 日以内に起訴し

ない場合、人民法院は当該措置を解除する。

要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を

賠償しなければならない。

第六十七条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取

得困難である状況において、専利権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全

を要請できる。

人民法院は保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができる。要請

者が担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 時間以内に裁定を行う。保全措置を講じる裁定を行った

場合は即座にこれを執行する。

要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から 日以内に起訴しない場合、人民法

院はその執行を解除する。

第六十八条 専利権侵害の訴訟時効は 年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行

為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から専利権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料

を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 年とする専

利権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算する。

但し、専利権者が専利付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、専利権付与日より

起算する。

第六十九条 以下の状況のいずれかがある場合は専利権侵害とは見なさない。
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（一）専利製品又は専利方法によって直接得られた製品について、専利権者又はその許

諾を取得済みの部門及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売許諾、販売、輸入

を行う場合。

（二）専利出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あ

るいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、

使用する場合。

（三）臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国

が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送

設備自身の必要のためにその装置と設備において関連専利を使用する場合。

（四）専ら科学研究と実験のために特に関連専利を使用する場合。

（五）行政認可に必要な情報を提供するため、専利医薬品又は専利医療機械を製造、使

用、輸入する場合、及び専らそのために特に専利医薬品又は専利医療機械を製造、輸入

する場合。

第七十条 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。

第七十一条 本法第二十条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した

場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑

事責任を追及する。

第七十二条 発明者又は考案者の非職務発明創造の専利出願権及び本法が規定するそ

の他権益を剥奪した場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。

第七十三条 専利事務管理部門は、社会に向けて専利製品を推薦する等の経営活動に関

与してはならない。

専利事務管理部門が前款の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が是正を命

じ、その影響を排除する。違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合、直接責任

を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法に基づき行政処分を行う。

第七十四条 専利管理事務に従事する国家公務員及びその他関連の国家公務員が、職責

を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれた不正を行い、犯罪を構成する場合、法に基づ
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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、
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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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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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本法を制定する。

第二条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、発表の要否を問わず、本法によ

り著作権を享有する。

外国人、無国籍人の著作物がその著作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締

結された協議によって、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、

本法の保護を享受する。

外国人、無国籍人の著作物であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作

権を享有する。

中国と協議が締結されず、又は共に国際条約に非加盟の国家の著作者及び無国籍人の著

作物が、中国の加盟している国際条約の構成国において最初に出版されたとき、若しく

は構成国と非構成国において同時に出版されたときは、本法における保護を享受する。

第三条 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創作される文学、美術及び自然科学、

社会科学、産業技術等の著作物が含まれる。

（一）文字による著作物。

（二）口述による著作物。

（三）音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術による著作物。

（四）美術、建築による著作物。

（五）撮影による著作物。

（六）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物。

（七）工事・建築設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形による著作物及び模型

著作物。

（八）コンピュータソフトウェア。

（九）法律、行政法規に規定されるその他の著作物。

第四条 著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共

の利益を害してはならない。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理

を行う。

第五条 本法は次に掲げるものに適用されない。

（一）法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質を

有する文書、並びにそれら公文書の正式訳文。
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本法を制定する。

第二条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、発表の要否を問わず、本法によ

り著作権を享有する。

外国人、無国籍人の著作物がその著作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締

結された協議によって、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、

本法の保護を享受する。

外国人、無国籍人の著作物であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作

権を享有する。

中国と協議が締結されず、又は共に国際条約に非加盟の国家の著作者及び無国籍人の著

作物が、中国の加盟している国際条約の構成国において最初に出版されたとき、若しく

は構成国と非構成国において同時に出版されたときは、本法における保護を享受する。

第三条 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創作される文学、美術及び自然科学、

社会科学、産業技術等の著作物が含まれる。

（一）文字による著作物。

（二）口述による著作物。

（三）音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術による著作物。

（四）美術、建築による著作物。

（五）撮影による著作物。

（六）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物。

（七）工事・建築設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形による著作物及び模型

著作物。

（八）コンピュータソフトウェア。

（九）法律、行政法規に規定されるその他の著作物。

第四条 著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共

の利益を害してはならない。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理

を行う。

第五条 本法は次に掲げるものに適用されない。

（一）法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質を

有する文書、並びにそれら公文書の正式訳文。
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（二）時事報道。

（三）暦法、汎用的数表、汎用的表及び公式。

第六条 民間文学芸術の著作物にかかる著作権の保護方法は、国務院が別途規定する。

第七条 国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管する。各省、

自治区、管轄市の人民政府における著作権行政管理部門は本行政区域内の著作権の管理

業務を主管する。

第八条 著作権者及び著作隣接権者は、著作権管理団体に授権して著作権又は著作権隣

接権を行使させることができる。著作権管理団体は授権された後に、自らの名義でもっ

て著作権者と著作隣接権者のために権利を主張することができる。併せて著作権又は著

作隣接権にかかる訴訟や仲裁活動に当事者として関与することができる。

著作権管理団体は非営利組織であり、その設立形式・権利義務・著作権の許諾使用料の

受領、分配及びその監督管理等については国務院が別途規定する。

第二章 著作権

第 節 著作権者及びその権利

第九条 著作権者には、次に掲げる者が含まれる。

（一）著作者。

（二）その他、本法により著作権を享有する公民、法人又はその他の組織。

第十条 著作権には、次に掲げる人格権と財産権が含まれる。

（一）公表権、即ち著作権を公表するか否かを決定する権利。

（二）氏名表示権、即ち著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利。

（三）改変権、即ち著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利。

（四）同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう保護する権利。

（五）複製権、即ち印刷・コピー・拓本・録音・録画・ダビング・デュープ等の方法に

よって作品を一部または複数部製作する権利。

（六）発行権、即ち販売又は贈与の方法で公衆に著作物の原本又は複製品を提供する権

利。

（七）貸与権、即ち有償で他人が映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用することを許諾する権利、

貸出を主目的としないコンピュータソフトウェアを除く。
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（八）展示権、即ち美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利

九、実演権、即ち著作物を公開実演し、併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放

送する権利。

（十）放映権、即ち放映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、

映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権利。

（十一）放送権、即ち無線方式によって著作物を公開放送又は伝達し、又は有線方式に

よる伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝達・放送し、及び拡声器又はその他の

信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に作品を伝達・放送する権利

（十二）情報ネットワーク伝達権、即ち有線又は無線方式により公衆に著作物を提供し、

公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手させるようにする権利。

（十三）撮影製作権、即ち映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、著

作物を媒体上に固定させる権利。

（十四）翻案権、即ち著作物を改変し、独創性を有する新たな著作物を作り出す権利。

（十五）翻訳権、即ち著作権をある言語文字から別の言語文字に変換する権利。

（十六）編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物とし

て編集する権利。

（十七）著作権者が享有すべきその他の権利。

著作権者は、前項第五項乃至同第十七項に規定する権利の行使を他人に許諾することが

でき、且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

著作権者は、本条第一項第五項乃至第十七項に規定する権利の全部又は一部を譲渡でき、

且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

第 節 著作権の帰属

第十一条 著作権は著作者に帰属する。但し本法で別段の規定があればこの限りでない。

著作物を創作した公民を著作者とする。

法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、且つ

法人又はその他の組織が責任を負担する著作物については、法人又はその他の組織を著

作者とみなす。

反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とする。

第十二条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物の著作

302

資料編



312 
 

（八）展示権、即ち美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利

九、実演権、即ち著作物を公開実演し、併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放

送する権利。

（十）放映権、即ち放映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、

映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権利。

（十一）放送権、即ち無線方式によって著作物を公開放送又は伝達し、又は有線方式に

よる伝達又は中継方法で公衆に対して著作物を伝達・放送し、及び拡声器又はその他の

信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に作品を伝達・放送する権利

（十二）情報ネットワーク伝達権、即ち有線又は無線方式により公衆に著作物を提供し、

公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手させるようにする権利。

（十三）撮影製作権、即ち映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、著

作物を媒体上に固定させる権利。

（十四）翻案権、即ち著作物を改変し、独創性を有する新たな著作物を作り出す権利。

（十五）翻訳権、即ち著作権をある言語文字から別の言語文字に変換する権利。

（十六）編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物とし

て編集する権利。

（十七）著作権者が享有すべきその他の権利。

著作権者は、前項第五項乃至同第十七項に規定する権利の行使を他人に許諾することが

でき、且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

著作権者は、本条第一項第五項乃至第十七項に規定する権利の全部又は一部を譲渡でき、

且つ契約又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

第 節 著作権の帰属

第十一条 著作権は著作者に帰属する。但し本法で別段の規定があればこの限りでない。

著作物を創作した公民を著作者とする。

法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、且つ

法人又はその他の組織が責任を負担する著作物については、法人又はその他の組織を著

作者とみなす。

反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とする。

第十二条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物の著作
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権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。但し、著作権を行使するにあ

っては、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第十三条 二人以上の者が共同で創作した著作物の著作権は、共同著作者によって共有

される。創作に参加していない者は、共同著作者とはなりえない。

分割して使用できる共同著作物については、著作者は各自の創作部分に対して単独に著

作権を享有できる。但し、著作権を行使するときは、共同著作物全体の著作権を侵害し

てはならない。

第十四条 いくつかの著作物、著作物の一部、又は構成されていない作品のデータ又は

その他の資料を編集し、その内容を選択又は改編して独創性を体現している著作物は、

編集著作物として、その著作権は編集者が享有する。但し、著作権を行使するときは、

原著作物の著作権を侵害してはならない。

第十五条 映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物の著

作権は製作者が享有する。但し、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示

権を享有し、併せて製作者と締結した契約によって報酬請求権を享有する。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物中の脚本、音楽等

の単独で使用できる著作物の著作者は、その著作権を単独で行使する権利を有する。

第十六条 公民が法人或いはその他の組織にかかる業務上の任務を遂行するために創

作した著作物は職務著作であり、本法第二項の規定を除き、その著作権は著作者が享有

する。但し、法人或いはその他の組織はその業務の範囲内で優先的に使用できる権利を

有する。著作物が完成してから 年以内は、事業単位の同意を得ずに、著作者は第三者に

事業単位が使用させることと同様の方法で当該著作物を使用することを許諾してはなら

ない。

次に掲げる形態のいずれかの職務著作物については、著作者は氏名表示権を享有する。

著作権にかかるその他の権利は、法人或いはその他の組織がこれを享有する。法人或い

はその他の組織は著作者に奨励を与えることができる。

（一）主として法人或いはその他の組織が物質上の技術的条件を利用して創作し、かつ

法人或いはその他の組織が責任を負う建築・工事設計図、製品設計図、地図、コンピュ

ータソフトウェア等の職務著作物。

（二）法人又はその他の組織が著作権を享有することを、法律・行政法規が規定し、又
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は契約で定められた職務著作物。

第十七条 委託を受けて創作された著作物の著作権の帰属は、委託者及び受託者が契約

により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結していない場合は、

著作権は受託者に帰属する。

第十八条 美術等の著作物の原著作物にかかる所有権の移転は、著作権の移転とはみな

されない。但し、美術著作物の原著作物にかかる展示権は、原著作物の所有者が享有す

る。

第十九条 著作権が公民に帰属する場合、当該公民が死亡した後、本法第十条第一項第

五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に相続法の規定に

より移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が変更又は

終了した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定

める保護期間内に当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が享有する。当該権利

義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

第 節 権利の保護期間

第二十条 著作者の氏名表示権、改変権、及び同一性保持権の保護期間は制限を受けな

い。

第二十一条 公民の著作物の公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権

利の保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の 年間とし、著作者の死亡の日から起算

して 年を経過した年の 月 日までとする。共同著作物の場合、最後に死亡した著作

者が死亡した日から起算して 年を経過した年の 月 日までとする。

法人又はその他の組織の著作物及び著作権（氏名表示権を除く）を法人又はその他の組

織が享有する職務著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定

める権利の保護期間は 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経

過した年の 月 日までとする。但し、著作物が創作完了後の 年以内に公表されなか

ったときは、本法による保護を享受しない。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影され

た著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護

期間は 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経過した年の 月
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は契約で定められた職務著作物。

第十七条 委託を受けて創作された著作物の著作権の帰属は、委託者及び受託者が契約

により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結していない場合は、

著作権は受託者に帰属する。

第十八条 美術等の著作物の原著作物にかかる所有権の移転は、著作権の移転とはみな

されない。但し、美術著作物の原著作物にかかる展示権は、原著作物の所有者が享有す

る。

第十九条 著作権が公民に帰属する場合、当該公民が死亡した後、本法第十条第一項第

五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に相続法の規定に

より移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が変更又は

終了した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定

める保護期間内に当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が享有する。当該権利

義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

第 節 権利の保護期間

第二十条 著作者の氏名表示権、改変権、及び同一性保持権の保護期間は制限を受けな

い。

第二十一条 公民の著作物の公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権

利の保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の 年間とし、著作者の死亡の日から起算

して 年を経過した年の 月 日までとする。共同著作物の場合、最後に死亡した著作

者が死亡した日から起算して 年を経過した年の 月 日までとする。

法人又はその他の組織の著作物及び著作権（氏名表示権を除く）を法人又はその他の組

織が享有する職務著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定

める権利の保護期間は 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経

過した年の 月 日までとする。但し、著作物が創作完了後の 年以内に公表されなか

ったときは、本法による保護を享受しない。

映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影され

た著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護

期間は 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 年を経過した年の 月
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日までとする。但し、著作物が創作完了後の 年以内に公表されなかったときは、本

法による保護を享受しない。

第 節 権利の制限

第二十二条 次の各号に掲げる状況において著作権を利用する場合は、著作権者の許諾

を必要とせず、著作権者に報酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名及び著作物

の名称を明示しなければならず、かつ著作権者が本法により享有するその他の権利を侵

害してはならない。

（一）個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人に既に公表された著作物を使用する

場合

（二）ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、著作物において他人

に既に公表された著作物を適切に引用する場合

（三）時事ニュースを報道するために、新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメデ

ィア媒体で既に公表された著作物をやむを得ず再現又は引用する場合

（四）新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、他の新聞・提起刊行

物、放送局・テレビ局等のメディア媒体により既に公表された政治、経済、宗教問題に

関する時事的文章を掲載又は放送する場合、但し著作者が掲載、放送を許諾しない旨を

表明している場合はこの限りでない

（五）新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体が、公衆の集会において

公表された演説を掲載又は放送する場合、但し著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表

明している場合はこの限りでない

（六）学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された著作物を翻訳又

は少量複製し、授業又は科学研究にかかる者の使用に供する場合、但しそれを出版又は

発行してはならない。

（七）国家機関が公務執行のために、既に公表された著作物を合理的な範囲内で使用す

る場合。

（八）図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館等が陳列又は版本を保存する必要か

ら当該館が収蔵する著作物を複製する場合。

（九）既に公表された著作物を無償で実演する場合、当該実演とは公衆から費用を徴収

せず実演者にも報酬を支払わない場合をいう。
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（十）屋外公共場所に設置又は陳列されている美術の著作物につき、模写、描写、撮影

又は録画する場合。

（十一）中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語により創作され

た著作物を、少数民族の言語文字に翻訳し国内で出版及び発行する場合。

（十二）既に公表された著作物を点字にして出版する場合。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第二十三条 （教科書への著作物の利用） 年制義務教育及び国の教育計画を実施する

ために編纂出版される教科書には、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合

を除き、著作者の許諾を得ることなく、当該教科書の中で既に公表された著作物の一部

又は短編著作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物を編集すること

ができる。但し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名・著作物の名

称を明記しなければならない。併せて著作権者が本法により享有するその他の権利を侵

害してはならない。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十四条 他人の著作物を使用するときは、著作権者と使用許諾契約を締結しなけれ

ばならない。本法の規定により許諾を要しない場合はこの限りでない。

使用許諾契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。

（一）使用を許諾する権利の種類。

（二）使用を許諾する権利の専用使用権か非専用使用権かの区別。

（三）使用を許諾する地理的範囲、期間。

（四）報酬支払基準及び方法。

（五）違約責任。

（六）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十五条 本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の譲渡は、書面による

契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。
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（十）屋外公共場所に設置又は陳列されている美術の著作物につき、模写、描写、撮影

又は録画する場合。

（十一）中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語により創作され

た著作物を、少数民族の言語文字に翻訳し国内で出版及び発行する場合。

（十二）既に公表された著作物を点字にして出版する場合。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第二十三条 （教科書への著作物の利用） 年制義務教育及び国の教育計画を実施する

ために編纂出版される教科書には、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合

を除き、著作者の許諾を得ることなく、当該教科書の中で既に公表された著作物の一部

又は短編著作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術著作物、撮影著作物を編集すること

ができる。但し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名・著作物の名

称を明記しなければならない。併せて著作権者が本法により享有するその他の権利を侵

害してはならない。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局に対する権利の制

限に適用する。

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十四条 他人の著作物を使用するときは、著作権者と使用許諾契約を締結しなけれ

ばならない。本法の規定により許諾を要しない場合はこの限りでない。

使用許諾契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。

（一）使用を許諾する権利の種類。

（二）使用を許諾する権利の専用使用権か非専用使用権かの区別。

（三）使用を許諾する地理的範囲、期間。

（四）報酬支払基準及び方法。

（五）違約責任。

（六）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十五条 本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の譲渡は、書面による

契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。
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（一）著作物の名称。

（二）譲渡する権利の種類、地理的範囲。

（三）譲渡価額。

（四）譲渡額の支払日及び方法。

（五）違約責任。

（六）当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容。

第二十六条 著作権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院著作

権行政管理部門に抵当登記手続きを行わなければならない。

第二十七条 使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にして

いない権利については、相手方当事者は著作権者の同意を得ずにこれを行使してはなら

ない。

第二十八条 著作物の使用報酬支払基準は当事者の約定により定めることができ、又国

務院の著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を

支払うこともできる。当事者の約定が不明確な場合、国務院の著作権行政管理部門が関

係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払う。

第二十九条 出版者、実演者、録音録画製作者、放送局・テレビ局等が、本法の関係規

定に基づいて他人の著作物を使用する場合には、著作者の氏名表示権、改変権、同一性

保持権及び報酬請求権を侵害してはならない。

第四章 出版、実演、録音録画、放送

第 節 図書及び新聞・刊行物の出版

第三十条 図書出版者は図書を出版する場合に著作権者と出版契約を締結しなければ

ならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十一条 図書出版者は、著作権者から出版用に渡された著作物について、契約によ

り享有が約定された専用出版権に基づき本法による保護を受ける。その他の者は、当該

著作物を出版してはならない。

第三十二条 著作権者は契約に定める期限に従って著作物を引き渡さねばならない。図

書出版者は契約に定める出版の品質、期限に従い、図書を出版しなければならない。

図書出版者が契約に定める期限内に出版しない場合、本法第五十三条（契約不履行にか

かる民事責任）の規定に基づき民事責任を負わねばならない。
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図書出版者が著作物を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知しなければならず、か

つ報酬を支払わなければならない。図書が完売された後、図書出版者が増刷又は再版を

拒否した場合に、著作権者は当該契約を終了させる権利を有する

第三十三条 著作権者は、新聞社・定期刊行物出版社に投稿する際に、原稿発送日から

日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から 日以内

に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合は、同一の著作物を他の新聞

社・定期刊行物出版社に投稿することができる。但し、当事者双方に別段の定めがある

場合はこの限りでない。

著作物が掲載された後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場

合を除き、他の新聞・刊行物はこれを転載又はダイジェスト、若しくは資料として掲載

することができる。但し、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。

第三十四条 図書出版者は、著作権者の許諾を受けて、著作物を改変又は要約すること

ができる。

新聞社・定期刊行物出版社は、著作物に対し文字上の改変及び要約を行うことができる。

内容の改変については、著作者の許諾を得なければならない。

第三十五条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することで生じた著作物を

出版する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原著作物の著

作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十六条 出版者は、その出版した図書・定期刊行物のレイアウトデザインを使用す

ることを他人に許諾し、又は禁止する権利を有する。

前項に定める権利の保護期間は 年間とし、当該レイアウトデザインを使用する図書・

定期刊行物が最初に出版された日から起算して 年を経過した年の 月 日までとする。

第 節 実演

第三十七条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者（役者、演出事業単位）は

著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。演出組織者

が演出を組織する場合、当該組織者は著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を

支払わなければならない。

既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用して実演を行う

場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を
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図書出版者が著作物を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知しなければならず、か

つ報酬を支払わなければならない。図書が完売された後、図書出版者が増刷又は再版を

拒否した場合に、著作権者は当該契約を終了させる権利を有する

第三十三条 著作権者は、新聞社・定期刊行物出版社に投稿する際に、原稿発送日から

日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から 日以内

に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合は、同一の著作物を他の新聞

社・定期刊行物出版社に投稿することができる。但し、当事者双方に別段の定めがある

場合はこの限りでない。

著作物が掲載された後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場

合を除き、他の新聞・刊行物はこれを転載又はダイジェスト、若しくは資料として掲載

することができる。但し、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。

第三十四条 図書出版者は、著作権者の許諾を受けて、著作物を改変又は要約すること

ができる。

新聞社・定期刊行物出版社は、著作物に対し文字上の改変及び要約を行うことができる。

内容の改変については、著作者の許諾を得なければならない。

第三十五条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することで生じた著作物を

出版する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原著作物の著

作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十六条 出版者は、その出版した図書・定期刊行物のレイアウトデザインを使用す

ることを他人に許諾し、又は禁止する権利を有する。

前項に定める権利の保護期間は 年間とし、当該レイアウトデザインを使用する図書・

定期刊行物が最初に出版された日から起算して 年を経過した年の 月 日までとする。

第 節 実演

第三十七条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者（役者、演出事業単位）は

著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。演出組織者

が演出を組織する場合、当該組織者は著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を

支払わなければならない。

既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用して実演を行う

場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を
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得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十八条 実演者はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。

（一）実演者の身分を表示する権利。

（二）実演イメージが歪曲されないよう保護する権利。

（三）他人が現場から生放送及びその現場からの実演を公開中継することを許諾し、か

つ報酬を取得する権利。

（四）他人が録音録画することを許諾し、かつ報酬を取得する権利。

（五）その実演が収録された録音録画製品を複製、発行することを他人に許諾し、かつ

報酬を取得する権利。

（六）情報ネットワークを通じて他人がその実演を公衆に伝達することを許諾し、かつ

報酬を取得する権利。

許諾を受ける者は、前項第三号乃至第六号に定める方法により著作物を使用する場合、

著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十九条 本法第三十八条第一項第一号、第二号に定める権利の保護期間は制限を受

けない。

本法第三十八条第一項第三号乃至第六号に定める権利の保護期間は 年間とし、当該実

演が発生した日から起算して 年が経過した年の 月 日までとする。

第 節 録音録画

第四十条 録音録画製作者が、他人の著作物を利用して録音録画製品を製作する場合、

著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

録音録画製作者が、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用す

る場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾

を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

録音製作者が、録音製品として合法的な既に収録済みの他人の音楽作品を使用して録音

製品を製作する場合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、規定に従い報酬を支払

わなければならない。著作者が使用を許諾しない旨を表明している場合、これを使用し

てはならない。

第四十一条 録音録画製作者が録音録画製品を製作するときは、実演者と契約を締結し

なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。
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第四十二条 録音録画製作者は、その製作した録音録画製品に対して、他人に複製、発

行、貸与、情報ネットワークを通じた公衆への伝達を許諾し、かつ報酬請求権を享有す

る。当該権利の保護期間は 年とし、当該製品が最初に製作を完成した日から起算して

年を経過した年の 月 日までとする。

許諾を受ける者は、録音録画製品を複製、発行、情報ネットワークを通じた公衆への伝

達を行う場合、著作権者及び実演者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなけ

ればならない。

第 節 放送局・テレビ局の放送

第四十三条 放送局・テレビ局は公表がされていない他人の著作物を放送する場合、著

作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

放送局・テレビ局は、公表済みの他人の著作物を放送する場合、著作権者の許諾を得る

ことを要しないが、報酬は支払わなければならない。

第四十四条 放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾

を得ることを要しないが、報酬は支払わなければならない。当事者間に特段の定めがあ

る場合はこの限りでない。これらの具体的な方法は国務院が規定する。

第四十五条 放送局・テレビ局は、許諾を受けていない次の各号に掲げる行為の禁止権

を有する。

（一）その放送するラジオ・テレビ番組を中継放送すること。

（二）その放送するラジオ・テレビ番組を音楽、映像の媒体上に録音録画すること、及

び当該録音映像媒体を複製すること。

前項に定める権利の保護期間は 年とし、当該ラジオ・テレビ番組が最初に放送された

日から起算して 年が経過した年の 月 日までとする。

第四十六条 テレビ局が他人の映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物、録画著作物を放送する場合は、製作者又は録画製作者の許諾を得なけ

ればならず、かつ報酬を支払わなければならない。；他人の録画著作物を放送する場合

は、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第五章 法律責任及び執行措置

第四十七条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。
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第四十二条 録音録画製作者は、その製作した録音録画製品に対して、他人に複製、発

行、貸与、情報ネットワークを通じた公衆への伝達を許諾し、かつ報酬請求権を享有す

る。当該権利の保護期間は 年とし、当該製品が最初に製作を完成した日から起算して

年を経過した年の 月 日までとする。

許諾を受ける者は、録音録画製品を複製、発行、情報ネットワークを通じた公衆への伝

達を行う場合、著作権者及び実演者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなけ

ればならない。

第 節 放送局・テレビ局の放送

第四十三条 放送局・テレビ局は公表がされていない他人の著作物を放送する場合、著

作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

放送局・テレビ局は、公表済みの他人の著作物を放送する場合、著作権者の許諾を得る

ことを要しないが、報酬は支払わなければならない。

第四十四条 放送局・テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許諾

を得ることを要しないが、報酬は支払わなければならない。当事者間に特段の定めがあ

る場合はこの限りでない。これらの具体的な方法は国務院が規定する。

第四十五条 放送局・テレビ局は、許諾を受けていない次の各号に掲げる行為の禁止権

を有する。

（一）その放送するラジオ・テレビ番組を中継放送すること。

（二）その放送するラジオ・テレビ番組を音楽、映像の媒体上に録音録画すること、及

び当該録音映像媒体を複製すること。

前項に定める権利の保護期間は 年とし、当該ラジオ・テレビ番組が最初に放送された

日から起算して 年が経過した年の 月 日までとする。

第四十六条 テレビ局が他人の映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創

作された著作物、録画著作物を放送する場合は、製作者又は録画製作者の許諾を得なけ

ればならず、かつ報酬を支払わなければならない。；他人の録画著作物を放送する場合

は、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報酬を支払わなければならない。

第五章 法律責任及び執行措置

第四十七条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。
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（一）著作権者の許諾を得ずに、その著作物を公表した場合。

（二）共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した著作物を自ら単独で創作した著

作物として公表した場合。

（三）創作に参加せずに、個人の名誉と利益のために、他人の著作物に氏名を表示した

場合。

（四）他人の著作物を歪曲、改ざんした場合。

（五）他人の著作物を盗用した場合。

（六）著作権者の許諾を得ずに、展示、映画の撮影製作、及び映画の撮影製作に類する

方法により著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により著作物を使用した場

合、但し本法に別途規定がある場合はこの限りでない。

（七）他人の著作物を使用し、報酬を支払わねばならないにもかかわらず、それを支払

わなかった場合。

（八）映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、コンピュ

ータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、或いは著作隣接権の許諾を得ずに、その

著作物又は録音録画製品を貸与した場合、但し本法に別途規定がある場合はこの限りで

ない。

（九）出版者の許諾を得ずに、その出版された図書・定期刊行物のレイアウトデザイン

を使用した場合。

（十）実演者の許諾を得ずに、現場から生放送又は現場の実演を公開中継した場合、或

いはその実演を収録した場合。

（十一）著作権及び著作隣接権にかかるその他の侵害行為。

第四十八条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、

影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益

を損害したものは、著作権行政管理部門がその権利侵害行為の停止を命じ違法所得を没

収し、権利侵害にかかる複製品を没収、破棄し、かつ罰金に処することができる。情状

が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に主に権利侵害にかかる複製品の制作に

用いられた材料、工具、設備等を没収することもできる。犯罪を構成する場合は、法に

より刑事責任を追及する。

（一）著作権者の許諾を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、放映、放送、編集し、
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情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合はこの

限りでない。

（二）他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。

（三）実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行し、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（四）録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（五）許諾を得ずにラジオ・テレビ番組を放送又は複製した場合。但し本法に別途規定

がある場合はこの限りでない。

（六）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物や録音録画製品

等に採用している著作権又は著作隣接権を保護するための技術的措置を故意に回避し、

或いは破壊した場合、但し法律・行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。

（七）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、著作物や録音録画製品等の権利を管

理するための電子情報を故意に削除或いは改変した場合、但し法律・行政法規に別段の

定めがある場合はこの限りでない。

（八）他人の氏名表示を詐称した著作物を製作、販売した場合。

第四十九条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損

失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、権

利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者が権利

侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含めるものとする。

権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民

法院が侵害行為の情状により 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。

第五十条 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵害行為を現に行っている、

又はまさに行おうとしていることを立証できる証拠を有しており、これを直ちに制止し

なければ、その合法的権益を補填しがたい損害を被るおそれがある場合は、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。
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情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合はこの

限りでない。

（二）他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。

（三）実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行し、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（四）録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、或

いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定がある場合は

この限りでない。

（五）許諾を得ずにラジオ・テレビ番組を放送又は複製した場合。但し本法に別途規定

がある場合はこの限りでない。

（六）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物や録音録画製品

等に採用している著作権又は著作隣接権を保護するための技術的措置を故意に回避し、

或いは破壊した場合、但し法律・行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。

（七）著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、著作物や録音録画製品等の権利を管

理するための電子情報を故意に削除或いは改変した場合、但し法律・行政法規に別段の

定めがある場合はこの限りでない。

（八）他人の氏名表示を詐称した著作物を製作、販売した場合。

第四十九条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損

失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、権

利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者が権利

侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含めるものとする。

権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民

法院が侵害行為の情状により 万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。

第五十条 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵害行為を現に行っている、

又はまさに行おうとしていることを立証できる証拠を有しており、これを直ちに制止し

なければ、その合法的権益を補填しがたい損害を被るおそれがある場合は、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。
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人民法院が前項の請求を処理するにあたっては、「中華人民共和国民事訴訟法」第 条

から第 条及び第 条の規定を適用する。

第五十一条 侵害行為を制止するに際し、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に入

手することが困難な情況において、著作権者又は著作隣接権者は訴えを提起する前に人

民法院に証拠保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受理した後、必ず 時間以内に裁定を下さなければならない。当

該裁定が保全措置を採る場合は、直ちに執行を開始しなければならない。

人民法院は申請人に担保の提供を命じることができる。申請人が担保を提供しないとき

は、当該請求を却下する。

人民法院が保全措置を採った後 日以内に、申請人が訴えを提起しないときは、人民法

院は当該保全措置を解除しなければならない。

第五十二条 人民法院は事件の審理において、著作権又は著作隣接権にかかる侵害に対

して違法所得、権利侵害にかかる複製品及び違法活動に用いられた財物を没収すること

ができる。

第五十三条 複製品の出版者、製作者が、その出版、製作が合法的に授権されたもので

あることを証明できない、或いは複製品の発行者又は映画著作物、映画の撮影製作に類

する方法により創作された著作物、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品

の貸与者がその発行、貸与した複製品の合法的な入手ルートを証明できない場合は、法

律責任を負わなければならない。

第五十四条 当事者が契約の義務を履行しない、又は契約義務の履行が約定条件に適合

しない場合は、「中華人民共和国民法通則」「中華人民共和国契約法」等の関係法律の

規定に従い、民事責任を負わなければならない。

第五十五条 著作権紛争は調停を行うことができ、当事者間で締結した書面による仲裁

合意又は著作権契約中の仲裁条項に基づき仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。

当事者が書面による仲裁合意を締結しておらず、著作権契約中に仲裁条項を定めていな

い場合は、直接人民法院に訴えを提起することができる。

第五十六条 当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰に関する決定書を受領し

た日から ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを

提起せず、又は履行しない場合、著作権行政管理部門は人民法院に執行を請求すること
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ができる。

第六章 附則

第五十七条 本法にいう著作権とは、即ち版権のことである。

第五十八条 本法第二条にいう出版とは著作物の複製及び発行を示す。

第五十九条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護方法について

は国務院により別途規定される。

第六十条 本法に規定される著作権者と出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テ

レビ局の権利で、本法施行日に未だ本法規定の保護期間を超えていないものについては、

本法による保護を受ける。

本法施行前に発生した侵害又は契約違反行為は、侵害時又は違反行為の発生時の関連規

定及び政策によって処理される。

第六十一条 本法は、 年 月 日より施行する。

．最新司法解釈

最高人民法院

知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経

済の自主的協調的発展を促進する上での若干の問題に関する意見

年 月 日

第 期 中全会、中央経済工作会議の精神並びに「十二五」計画綱要での要求事項を踏

み込んで徹底し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進および経済成長方式の転換加

速、経済の自主的協調的発展促進において知的財産権裁判の機能を十分に発揮させるた

めに、関係する問題に対して以下のような意見を提示する。

一、思想を解放し、能動司法を目指し、司法による知的財産権を保障する責任感と使命

感を確実に強化すること

、認識を強化し、社会主義文化の大きな発展・繁栄の推進及び経済の自主的協調的発展

の促進への積極性と主動性を確実に強化すること。第 期 中全会で採択された「中共

中央による文化体制改革深化、社会主義文化の大きな発展・繁栄推進の若干の重大問題
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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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