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北京銀龍知識産権代理有限公司は 1998 年に専利局の認可を受けて設立された代理機構であ
る。傅氏は、中国の高校を卒業後 2003 年に来日し、日本の大学の法学部に入学した。当時、
模倣品が非常に問題視されていたことから知財に興味を持ち、大学・大学院では主に日本の知
的財産法を中心に学んだ。その後、2011 年に中国へ帰国し、北京銀龍に入社した。現在、主
に日本からの中国商標関連業務を中心に担当している。 

 

【概要】 

中国の商標出願時に指定商品・役務を決定する際、複数のリストを検討する必要が

ある。本稿では中国商標の指定商品・役務に関する情報を紹介するとともに、出願

時の指定商品・役務を決定する方法に関して基本的な考え方を説明する。 

 

【詳細及び留意点】 

1．指定商品・役務の決定 

 中国の商標出願時に指定商品・役務を決定する際、次の４つから検討することが

できる。 

①国家知识产权局商标局（国家知識産権局商標局、以下「中国当局」という）が公

布している「類似商品および役務の区分表」（以下「区分表」という）に記載さ

れている商品・役務 

②中国当局が参加している商標五庁の会議で中国が承認した商品・役務リスト（以

下「TM5 ID リスト」という）に記載されている商品・役務 

③過去の審査結果において認められた商品・役務 

④区分表、TM5 ID リスト、過去の審査結果のいずれにも記載されていない商品・

役務（以下「区分表などにない商品・役務」という） 
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 なお、上記①と②は、中国商標網（URL：http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/）で検

索可能である。検索サイトの画面は、図 1 のとおりである。画面上部の右端の「商

品/服务项目」をクリックする。 

 

 
図 1 

 

①「区分表」に記載されている商品・役務 

 指定商品・役務は、中華人民共和国商標法が法的効力を有する地域内（香港、マ

カオを除く）の需要者が商標の商品・役務の内容を識別できるものを指す。中国当

局は、年間７40 万件の商標登録出願を審査するが、行政行為の予測可能性を考慮

し、商品・役務についての明確な判断基準を設ける必要がある。 

 そこで、中国当局は、ニース分類をベースに、商品・役務を整理、編集、追加し

た「区分表」を公布している。実務上、区分表は、商標権の権利範囲を特定する重

要な参考書類であるため、権利化の段階のみならず、民事訴訟や行政摘発の段階に

おいても、最も多く利用されている書類だといえる。特に、権利化の段階において

は、区分表に記載されている商品を指定して出願すれば、補正命令を受けずに出願

が受理される。区分表は、ニース分類をベースに毎年更新されている。図 2 は、

2019 年版の表紙である。 
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図 2 

 

 ニース分類は、「国際分類」であり、日本でも適用されている。よって、中国の

区分表の見方や、考え方は基本的には日本と同一であると考えられる。 

 中国の区分表について紹介すると、まず、その内容は、２部に分かれている。第

１部は、商品に関する分類であり、第 1 類から第 34 類までである。第２部は、役

務に関する分類であり、第 35 類から第 43 類までである。 

 次に、各区分には、区分の表題、区分の注釈、類似群テーマ（日本の「類似群コ

ード」とは異なる）、商品・役務、商品・役務の注釈が記載されている（図 3、図

4）。出願人が商品・役務を選択する場合、具体的な「商品」または「役務」を選

択する必要がある。また、すべての商品・役務には、番号が振られており、その番

号には、頭に「C」が付くものと付かないものの２種類ある。「C」が付くものは、

中国独自の商品・役務であるので、指定する場合、事前に商品・役務の内容を確認

する必要がある。一方、「C」が付かないものは、国際分類の商品・役務であり、

日本とも共通するため、安心して指定できると理解されがちであるが、同じ英語か

らの翻訳であっても、両国の理解が異なる場合も存在し、同じ商品コードの商品・
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役務であっても同一商品であるとは言い切れないケースが存在するので、注意が必

要である。 

 

 
図 3 
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図 4 

 

②「TM5 ID リスト」に記載されている商品・役務 

 「TM5 ID リスト」に掲載され、かつ中国当局が承認する商品・役務は、中国

で認められる商品・役務であるため、出願人が指定した場合、補正命令を受けるこ

となく、出願が受理される。 
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 また、「TM5 ID リスト」と区分表とを比べると、「TM5 ID リスト」の方が

範囲がより広く、新しい商品・役務も複数認められているため、出願人にとってよ

り使いやすいものになっていると感じる。 

 さらに、「TM5 ID リスト」は、日本特許庁も共同で作成しており、日本国内

でも適用されている基準である。しかしながら、日本国内の情報と共通しているが、

日本、中国がそれぞれ留保している改正箇所があり、日本、中国が批准している内

容のすべてが一致しているわけではないので、事前に確認をしながら利用するべき

であると考える。 

 「TM5 ID リスト」の商品・役務は、検索することができる。図 5 に示す中国

商標網（URL：http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/）の商品・役務項目検索エンジンで、

中国語の「五方」の「是」を選ぶと、「TM5 ID リスト」の商品・役務がヒット

するが、「五方」の「否」を選ぶと、区分表の商品・役務がヒットする。また、「五

方」の「是」と「否」のいずれの項目もチェックを入れなければ、「TM5 ID リ

スト」の商品・役務と「区分表」の商品・役務の両方がヒットする（図 6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 
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〔商品・役務の検索例〕 

 
図 6 

 

③過去の審査結果において認められた商品・役務 

 過去の審査結果において認められた商品・役務は、参考に過ぎない。このた

め、過去に認められたからといって、同様の商品・役務を指定して出願しても必

ずしも受理されるとは言えない。 

 また、審査事例に関しては、法改正、区分表の修正、TM5 ID リストの導入な

どが近年頻繁に行われているため、旧法時代の考え方や、数年前に認められた商
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品・役務について、参考にする価値がほとんどないと判断される可能性が高いた

め、参考にする場合には、注意が必要である。 

 なお、過去の審査事例に関しては、当局のウェブサイトでは検索できない。 

 

④区分表などにない商品・役務 

 区分表などにない商品・役務は、中国では認められないと考える出願人が多いが、

それが大きな誤解であることを説明したい。 

 まず、理論上、指定商品・役務は、中国本土において需要者が商品・役務の名称

を見て内容を理解できるか否かがポイントである。理解できる場合、中国当局は、

当該商品・役務を受け入れるべきものであり、受け入れられないのは、あくまでも、

商品・役務が明確でないものでなければならない。 

 また、法律上、「中華人民共和国商標法実施条例」第 15 条によれば、区分表に

記載されていない商品・役務を指定する場合、当該商品・役務について説明文を提

出しなければならず、出願人に説明義務が要求されている。この規定からも、中国

では区分表などにない商品・役務が受け入れられる可能性があることがわかる。 

 したがって、区分表などにない商品・役務は、中国で認められる余地はあるが、

このような商品・役務を指定する場合、出願人は説明義務を果たさなければならな

いので、注意が必要である。 

 

２．中国商標出願における指定商品・役務の考え方 

 商標出願の際に、指定商品・役務は、原則上、出願人が実際に製造、販売、提供

する商品または役務を指定して保護を求めるのが一般的であるが、実務上将来の営

業範囲の拡大への考慮や、第三者の冒認出願を防ぐために、実際に使用しようとす

る商品・役務の範囲と比べてより広い範囲の保護を必要とし、関連性の高い分野の

範囲まで範囲を広げて指定商品・役務を選択することが多い。 

 出願戦略は実際の状況に基づいて個別に詳細に検討する必要があるが、費用対効

果を考慮して、参考までに下記の考え方を提供する。 

 中国の商標出願の場合、１区分につき、指定商品・役務項目が 10 項目以内であ

れば、基本料金が変わらない。11 項目以上を指定すると、11 項目以降の商品・役
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務について項目ごとに追加料金が発生する。印紙代の基本料金に関して、2020 年

1 月現在の費用は、表 1 のとおりである。 

 

 電子出願（CNY） 紙媒体の出願（CNY） 

基本料金（10 項目以内） 270.00／商標／区分 300.00／商標／区分 

追加料金（11 項目以降） 27.00／項目 30.00／項目 

表 1 

 

 まず、商品・役務の重要度によって、それを次の 2 種類に分けることができる。 

①指定しなければならない商品・役務 

 既に製造、販売、提供している商品・役務、および近い将来商標を使用する可能

性が高い分野の商品・役務 

②指定してもよい商品・役務 

 関連性が高い商品・役務、冒認出願が出る可能性が高い分野の商品・役務（以下

「防護商品・役務」という） 

 上記①の商品・役務に関しては、上位概念にまとめるのではなく、追加料金が発

生しても各商品・役務を指定すべきだと考える。なぜならば、その権利範囲が解釈

を要する場合、権利が不安定になってしまうおそれがあるからである。例えば、不

使用取消申請が提出された場合、解釈によっては登録商標の使用ではないと判断さ

れるおそれがあるからである。 

 上記②の商品・役務に関しては、上記①の商品・役務が 10 項目未満である場合、

10 項目まで商品・役務を追加しても追加料金が発生しないため、その範囲で上記

②の商品・役務を追加することが考えられる。また、予算に余裕がある場合、追加

料金を支払って指定することを考えるべきである。 

 また、防護商品・役務に関しては、上位概念を選択し、類似群ごとに１項目を選

択すれば、防護目的を達成できると考える。中国も類似群で権利範囲を考えている

からである。 
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3.まとめ 

 以上は、中国商標の指定商品・役務に関する情報、出願時における指定商品・役

務を決定する方法に関する基本的な考え方である。実際の商標出願の実務において

は、当局の運用や、商品・役務の指定の仕方等によって結果が大きく左右されるこ

とが少なくないので、出願前に現地代理人と十分なコミュニケーションをとった上

で、有用な権利を取得することが望ましい。 

 

【ソース】 

・中国商標法 

・商標五庁（TM5）https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/index.html 

 

(編集協力：日本国際知的財産保護協会) 

 


