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中国商標法第3次改正について 
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・はじめに 

2013 年8 月30 日、中国第12期全国人民代表大会常務委員会
第4 次会議で、「全国人民代表大会常務委員会の中華人民共

和国商標法改正についての決定」が通過し、改正中国商標法
が2014年5 月1 日より施行されることとなった。 

現行商標法は1982 年に制定され、1993 年と2001 年に2 回の
改正が行われ、今回12 年ぶりに第3 回目の改正となる。 

今回の改正で大幅に中国商標制度が国際標準に近く改善さ
れる可能性がでてきた。 

今後、改正中国商標法の運用に関する細則(「商標法実施条
例」と想定)も制定されると予想される。 

以下、改正中国商標法における改正点を紹介する。 
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1.音声商標の登録 

音声が登録できる商標の一つとして規定された。 

(改正中国商標法第8条) 

なお、中国国歌、軍歌等は登録を受けることができない。 

(改正中国商標法第11条第1項) 

2.一商標多区分制の導入 

一商標多区分の出願方法が採用された。 
(改正中国商標法第22条) 
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音声商標が登録できるようになった。 

1商標1区分出願が、1商標多区分出願が可能となった。 



3.電子出願の導入 

商標登録出願の関連書類は、書面又は電子データにて提出す
ることができる。（改正中国商標法第22条） 

4.審査手続きの改善 

出願人に意見書及び補正書の提出機会が与えられるように
なった。（改正中国商標法第29条） 
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これまでは拒絶に対する反論の機会が与えられていなかった。 

具体的な反論期間は商標法に明記されていないが、今後公表される実施条例で
明確化されるものと思われる。 

電子出願が可能となった。 



5.審査期間の期限規定 

商標局の出願審査 

商標局の審査期限を9ヵ月とする。(改正中国商標法第28 条) 
 

評審委員会の拒絶査定に対する審理期間 

商標評審委員会による商標局の拒絶査定に対する再審期限
を9ヵ月とする。ただし、特殊な状況により延長する場合、国務
院工商行政管理部門の許可を経て3ヵ月延長することができる。
(改正中国商標法第34 条) 
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審査及び審理の結果を早期に知ることができるようになる。 
なお、拒絶査定後、評審委員会へ復審請求するまでの期間は、法改正後も15 日

のままである。従って、拒絶査定を受けた際は、速やかに再審査を請求するか否
かの判断を行う必要がある。 



6.代理機構の悪意による出願の禁止 

商標代理機構（代理人）は、依頼人の出願商標が本法の規定に
より登録できない可能性がある場合、商標代理機構は依頼人へ、
その旨を明確に通知しなければならない。 

商標代理機構は、依頼人の出願商標が商標法第15条(授権代理
人による出願、又は、提携者による先出願)及び第32条(他人の
先権利の存在)の規定に該当することを知った、又は、知るべき
である場合、その委託を受けてはならない。 

商標代理機構は、その出願商標に係る代理役務を除き、その他
の商標を申請してはならない。（改正中国商標法第19 条） 

 

 

商標代理機構が当該規定に反した場合、罰金等の処罰を受ける
こととなる。(改正中国商標法第69 条) 
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商標代理機構は、委託を受けた商標が第三者の商標を先取りするものと気付いた場
合、代理してはならず、委託を受けた商標以外出願してはならないと規定した。 



7.業務提携にある者の無断登録防止 

業務提携にある者が無断で登録してしまう事態を防止す
べく新たに15条第2項が新設された。 

同一商品または類似商品についての出願商標と、他人の
在先使用の未登録商標とが同一または類似し，商標出願
人が、当該他人と前項に規定する以外の契約、業務取引
関係、または、その他の関係があり、明らかに当該他人の
商標の存在を知っており、当該他人が異議を申立てた場
合、これを登録しない。（改正中国商標法第15条第2項） 
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実際に紛争が生じた場合は、取引関係があったことを示す証拠、相手方が当該商
標を知っていたことの証拠を収集できるか否かがポイントとなる。 



8.商標の更新手続き 

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、商標権者は、期間満了前12ヵ月以内に規定に従い、
更新手続をしなければならない。 
尚、この期間に手続できなかった場合、6ヵ月の延長期間が
与えられる。（改正中国商標法第40条） 
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従来は、6ヵ月前から更新出願が可能であったが、12ヵ月前から更新手続きがで
きるようになった。 



9.商標の譲渡制限 

登録商標を譲渡する場合、商標権者は、同一商品に登録され
ている類似商標、または、類似商品に登録されている同一また
は類似商標に対し、一括譲渡しなければならない。(改正中国商
標法第42条第2項) 
 

 

 

 

また容易に混乱又はその他好ましくない影響を与える譲渡に対
し、商標局は許可してはならず、書面にて申請人に通知し、理
由を説明しなければならない。(改正中国商標法第42条第3項) 
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即ち、類似関係にある商標については、譲渡人と譲受人との間で出所の混同が生
じる恐れがある事から、一括して譲渡させることとなった。 



10.異議申立の制限 

初歩審定された商標について、その公告日から3ヵ月以内に、
先権利者、利害関係人は、商標法第13条第2項及び第3項(馳
名商標)、第15条(授権代理人による出願、又は、事業提携者
による先出願)、第16条第1項(地理的表示)、第30条(他人の登
録商標と同一類似)、第31条(先願主義)、第32条(他人の先権
利)の規定に違反すると判断する場合、異議申立を行うことが
できる。（改正中国商標法第33条） 
 

 

商標法第10条(国旗など)、第11条(識別力なし)、第12条(機能
的立体商標)の規定に反する場合は、何人も商標局に異議を
申立てることができる。（改正中国商標法第33条） 
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↑上記条文を根拠とする異議申立は、先権利者又は利害関係人のみに限定された。 



商標局における異議申立に対する審理期間 

商標局は、公告日の満了日から12ヶ月以内に登録を許可する
か否かの決定を下さなければならず、かつ書面にて異議申立
人及び被異議申立人に通知しなければならない。 

特殊な状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の
許可を経て6ヵ月延長することができる。(改正中国商標法第35 
条) 
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11.異議申立に対する審査期間の期限規定 

異議の審査期間が長かったので期間を法律で規定して長くなるのを防止する。 
なお、異議が成立せず商標登録を行う場合、公告日から3ヵ月経過の時まで
遡って商標権が成立する。 



商標局の異議決定に対する評審委員会における再審期間 
 

商標局がなした登録をしない決定に対して、被異議申立人は不
服の場合、通知を受領した日から15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。 

評審委員会は、請求日から12ヶ月以内に再審の決定を下さなけ

ればならず、かつ書面にて異議申立人及び被異議申立人に通
知しなければならない。 

特殊な状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の
許可を経て6ヵ月延長することができる。(改正中国商標法第35
条) 
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評審委員会の再審の審理期間も法律で規定して長くならないようにした。 
評審委員会へ再審を請求できるのは、被異議申立人のみである。 
異議申立人は異議の決定に不服がある場合は、無効宣告請求を行う必要がある。 



12.異議申立による権利発生の遅延防止 

審理を経て異議が成立せず商標登録を行う場合、商標登録出
願人が商標独占権を取得する期間は、初歩審査公告の3ヵ月
の期間満了日から起算する 。(改正中国商標法第36条) 
 

 

 

 
 

ただし、公告後から異議決定までの間に善意で同一または類
似範囲にある商標を使用していた第三者に対しては、遡及効
は生じない。悪意のある場合は、その間の使用行為に伴う損
害賠償責任を負うこととなる。(改正中国商標法第36条第2項) 

14 

即ち、公告後3ヵ月経過の時まで遡って商標権が成立する。 

改正前は、公告後異議申し立てされ、さらに評審委員会、行政訴訟を経た場合、
勝訴したとしても商標権の発生時期が大幅にずれ込むという問題があった。当
該規定はその問題を解消する目的がある。 



13.馳名商標認定の手続と機関の明確化 

馳名商標(著名商標）は、個別案件での認定、需要に基づく認定

及び受動認定の原則に基づき、商標登録の審査、商標紛争の
処理過程、商標権侵害事件の取締り、及び商標民事、行政案件
の審理において、当事者が馳名商標の権利を主張した場合、商
標局、商標評審委員会、及び人民法院により認定されることが
明文化された。(改正中国商標法第14条) 

また、生産、経営者は、「馳名商標」の文字を商品、商品包装ま
たは容器上、或いは、公告宣伝、展覧及びその他商業活動中に
用いてはならないと規定した。(改正中国商標法第14条第4項) 

馳名商標の名称を商品等に付した場合は、違法となり罰金の対
象となる。(改正中国商標法第53 条) 
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通常の商標よりも手厚く保護される馳名商標の認定は、法律により定められた機関
により特定の要件下でのみ認められることが明確化された。なお、現在、地方政府
が独自に著名商標の認定を行っているが、このような独自の認定は、商標法による
「馳名商標」とは無関係である。 



14.無効宣告制度の導入 

(1)絶対的無効理由  (改正中国商標法第44 条) 
 

登録された商標が商標法第十条(国旗等)、第十一条(識別力
なし)、第十二条(機能的立体商標)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、商標局によりその登録商標を無効宣告する。 

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
商標の無効を請求することができる。 
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商標局自身が無効宣告請求を行うことができるほか、第三者は、評審委員会に対
し、登録商標の無効を請求することができる。 



(2)相対的無効理由   (改正中国商標法第45 条) 
 

登録された商標が商標法第13 条第2 項及び第3 項(著名商
標)、第15 条(代理登録、ビジネス関係者の先登録)、第16 
条第1 項(地理的表示)、第30 条(他人の同一類似商標)、第
31 条(先願主義)、32 条(影響力ある先使用)の規定に違反し
ている場合、商標の登録日から5 年以内に、先権利者または

利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の無効宣告
を請求することができる。 

ただし、悪意による登録の場合は、馳名商標の所有者は、5 
年の期間制限を受けない。 
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上記理由に基づき無効審判を請求できるのは、先権利者、利害関係者に限定
された。5年の除斥には十分注意する必要がある。 



その他の事業単位又は個人が、評審委員会へ無効宣告請求を
行った場合、評審委員会は申請受理後、書面にて関連当事者に
通知しなければならず、答弁提出期限を定めなければならない。 

評審委員会は、申請を受け取ってから、絶対的無効理由の場合
9 ヶ月、相対的無効理由の場合12ヶ月以内に登録を維持するか
または無効宣告決定をなさねばならず、かつ書面にて当事者に
通知しなければならない。 

特殊な状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許
可を経て、絶対的無効理由の場合3ヶ月、相対的無効理由の場
合6ヶ月延長することができる。 

絶対的無効理由及び相対的無効理由共に、無効宣告の決定に
不服がある場合、通知を受理した日から30日以内に人民法院に
控訴することができる。（改正中国商標法第44条、第45条） 
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15.無効宣告請求に対する審査期間 

相対的無効理由の場合、当事者の対立構造を取り、また事案も複雑であることが多
い事から、審理期間は絶対的無効理由よりも3 月長い12 ヵ月とされた。 



16.無効宣告決定による蒸し返し禁止規定 

登録商標の無効決定又は裁定は、無効宣告前に人民法院が
決定し、かつ、既に執行した商標侵害案件の判決、裁定、調停
には遡及しない。 

また、登録商標の無効決定又は裁定は、工商行政管理部門が
決定し、かつ既に執行された商標譲渡又は使用許諾契約には
遡及しない。(改正中国商標法第47条) 
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無効宣告が決定した場合、それ以前に執行済みの紛争に対し、当該無効の効
果が遡及することはないと明確にした。 
ただし、商標権者が悪意により他人に損害を与えた場合、この限りではない。(改
正中国商標法第47 条但し書き) 



17.不使用商標、普通名称化商標の取消し 

登録商標が指定商品の一般名称（普通名称）となった、又
は、正当な理由無く継続して三年間使用されなかった場合、
如何なる単位または個人も商標局に登録商標の取消申請
を行うことができる。(改正中国商標法第49条) 
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普通名称化する恐れのある商標については、R マークを付す等、取消しの対象と
ならないよう注意が必要である。 



取消申請に対する審理期間 

商標局は請求日から9月以内に決定をなさねばならない。 

特殊な状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許
可を経て３ヵ月延長することができる。(改正中国商標法第49条)  
 

当事者は商標局の決定に不服がある場合、通知を受領した日か
ら15 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。 

商標評審委員会は請求日から9月以内に決定をなさねばならず、
かつ当事者に書面で通知しなければならない。 

特殊な状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許
可を経て3ヵ月延長することができる。 

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30日以内に人民法院に訴えを提起することができる。
(改正中国商標法第54 条) 
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18.商標権侵害行為の明確化 

商標の禁止権についての侵害態様について、「商標登録権者
の許諾なしに、同一商品に登録商標と類似する商標を使用す
るか、或いは、類似商品に登録商標と同一または類似の商標
を使用し、容易に混同を招くとき」と規定した。(改正中国商標法
第57条第二号) 
 

 

 

 

 

また、故意に他人の商標専用権を侵害する行為のために便宜
を図り、他人に商標専用権を侵害実施する行為を幇助した場
合も、商標権の侵害とする旨規定された。(改正中国商標法第
57条第六号) 
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侵害か否かは、単に商標が類似するのみならず、容易に混同を招く場合に商標
権侵害が成立することを規定した。 



19.商標の使用態様の明確化 

商標とは、商標を商品、商品包装または容器及び商品取引
文書上に用いること、又は、商標を広告宣伝、展覧及びその
他商業活動中に用い、商品の出所を識別するために用いる
行為を指すと定義された。（改正中国商標法第48条） 
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商標の本質機能である出所表示機能を果たしてこそ商標の使用となることが明
確化された。 

従って、中国市場で実際に使用することのない輸出等は商標法上の使用とはい
えないことが明らかとなった。 



20.不正競争防止法の適用 

他人の登録商標、又は、未登録の馳名商標を企業名称中の文
字として使用し、公衆に誤認を与える行為は不正競争行為に
該当し、不正競争防止法により処理する事ができる旨明確化さ
れた。(改正中国商標法第58条) 
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これにより、商標法に加えて不正競争防止法によっても登録商標及び未登録の馳
名商標の保護適用を受けることができる。 



21.先使用権の成立条件 

商標権者が商標登録出願する前に、他人が既に同一商品また
は類似商品上に、商標権者の使用より先に、登録商標と同一ま
たは類似し、かつ一定の影響力を有する商標である場合、登録
商標専用権者は当該使用人が、原使用範囲内で継続的に当該
商標を使用することを禁止する権利がない。ただし、区別要素
の追加を適宜に要求することができる。（改正中国商標法第59
条第3号） 
 

25 

先使用権は商標権者が出願前かつ使用前に、既に中国で一定の影響力のある商
標であることが条件とされる。 

また仮に先使用権が認められたとしても原使用の範囲内でしか、その使用は認め
られない。 



22.行政ルートによる罰則の強化 

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主に製
造に使用する器具を没収、廃棄処分し、かつ、違法経営額が5
万元以上の場合、違法経営額の5倍以上の罰金を科し、違法経
営額がない又は違法経営額が5万元に達しない場合、25万元以
下の罰金を科すこととした。 

また、5年以内に2回以上の商標権侵害行為を行った、又はそ
の他深刻な事情がある場合、厳罰に処すとしている。(改正中国
商標法第60 条) 
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法改正後は罰金額を増加させ、特に再犯には厳しく対処することで、侵害行為の
抑制を図らんとしている。 



23.損害賠償額の立証容易化と3倍賠償の導入 

(1)損害賠償額の認定 
損害賠償額の決定は以下のプロセスで行われる。 

① 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害による受け
た実際の損失により確定する。 

② 実際の損失が確定することが困難な場合は、侵害者が侵害
により得た利益により確定する。 

③ 権利者の損失または侵害者が侵害により得た利益を確定す
ることが困難な場合、該商標の使用許諾費の倍数に基づき
合理的に確定する。 

 

悪意のある商標権侵害に対しては情状を考慮し、①②③の方法
により確定した額の１～３倍以下の額を確定することができる。 

また、賠償額には権利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。（改正中国商標法第63 条） 
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悪意の場合は3倍賠償が認められるようになった。 



(2)帳簿の提出 

人民法院は、賠償額を確定するために、権利者が既に挙
証に尽力したものの、侵害行為に関する帳簿、資料が主
に侵害者が把握している状況下では、侵害者に関連する
帳簿、資料を提供するよう命じることができるようにした。 

侵害者が提供しない、又は虚偽の帳簿または資料を提
供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証
拠を参考として賠償額を判定することができる。（改正中
国商標法第63 条） 
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損害賠償額の立証は困難であり、特に相手方が帳簿を提出しない場合、正確な
損害額を立証することができない。本改正により、人民法院が帳簿の提出を要求
することができるようにしたものである。 



(3)法定賠償 

権利者が、侵害行為により受けた実際の損失、侵害
者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾費用
を確定することが困難な場合、人民法院は、侵害行
為の情状により300万元以下の損害賠償を命ずる。 
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従来は50万元に過ぎなかったが、実務上多用される法定賠償額の上限を増加さ
せることとした。 



24.不使用の場合の損害賠償請求制限 

登録商標専用権者が賠償を請求した時、被疑侵害者は、登
録商標専用権者が登録商標を使用していないと抗弁する場
合、人民法院は、登録商標の専用権者に事前3年以内に実

際に当該登録商標を使用した証拠を提出するよう命じること
ができる。登録商標専用権者が事前3年以内に実際に登録

商標を使用していたことを証明できず、また侵害行為により
その他受けた損失を証明できない場合、被疑侵害者は損害
賠償責任を負わない。(改正中国商標法第64条第1項) 
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本規定は3年以内に実際に使用していないと出所の混同による業務上の損失が
生じ得ないことから損害賠償請求を認めないとしたものである。 

悪意で先取りする商標権者が、一般に使用することなく、商標を高額で売りつけ
るべく商標権侵害訴訟を提起するような場合、不使用の抗弁を行うことで、損害
賠償請求を認めないとした。 


