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 知的財産権 

 

1．中国の知的財産権制度と訴訟の傾向 

中国の「民法総則」には知的財産権として①著作物、②発明、実用新案、意匠、③商標、④地理

的表示、⑤営業秘密、⑥集積回路配置図設計、⑦植物新品種、⑧法律に定めるその他対象が規定

されている（同法第 123 条）。 

中国の知的財産権に関する法令には「特許法」（主席令第 8 号）、「商標法」（主席令第 59 号）、

「著作権法」（主席令第 26 号）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院第 632 号）等があ

る。 

これらの法律は中国における特許権の登録、商標の登録等を規定しており、それが知的財産の

紛争予防において重要である。もしそれが侵害された場合は、行政機関による停止命令や没収、

人民法院に訴訟を提起する手続が規定されている。 

中国において知的財産権を侵害された場合、 2 つの方法により保護措置を講ずることができる。

具体的には所管行政機関への紛争処理請求と、司法機関（人民法院）への訴訟がある。中国にお

いては行政機関による取り締まりと、行政処罰が多くなされている点が特徴的である。 

 

商標権に関しては工商行政管理局、特許権は知的財産権局、著作権は版権局に対し被害者が侵

害行為の停止を申し立てする。同管理部門が権利侵害行為の成立を認めた場合は、当局は直ちに

侵害行為の停止を命じ、侵害商品とその商品製造、登録商標の標識偽造に使用する道具を没収、

処分し、かつ過料に処すことができる。当事者がこの処理に不服がある場合、処理通知を受領し

た日から 15 日以内に中国の「行政訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。 

権利侵害者が期限内に提訴せず、かつ同管理部門の命令を履行しない場合は、同管理部門は人

民法院に強制執行を申し立てすることができる。 

近年ではインターネットを介した模倣品が急増しており、それに対する行政処罰事例が多く公

表されている。 

 

2014 年に北京、上海、広州で管轄地域の主要人民法院に知的財産権専門法廷が開設されている。

2017 年には管轄区域を越えて知的財産法廷が南京等に開設されている。訴訟により差押え、侵害

品の押収、廃棄、罰金を課すことは可能であるが、時間と費用がかかる。 

なお商標権、特許権等の侵害行為訴訟前差止め制度が創設され、判決が確定する前に商標侵害

商品や特許権侵害商品の生産、販売を停止させる途が開かれている。 

日系企業に係る事例としては商標の類似判断に係る裁判例として、提訴後に、2007 年に上海市

高等人民法院で判決が下された例がある。 



 
第 14 章 知的財産権 

85 

「知的財産権税関保護条例」（国務院令第 572 号）により、税関総署に知的財産権保護登録を申

請することにより、登録データは全国各地の税関に伝達され、全国レベルで保護ネットワークが

国境の水際で構築できる。知的財産権の権利者の差押さえ申請、又は税関の職権により権利侵害

の疑義がある貨物が輸出入されようとしていることを発見した場合、貨物の輸出入地の税関は当

該権利侵害疑義貨物を差押えることができる。税関への提出担保は、銀行の保証でも可能となっ

た。 

 

「知的財産権侵害における刑事案件の処理についての具体的な法律運用に関する若干問題の解

釈」（法解[2004]19 号）により訴追要件や金額が厳格になり知的財産権の保護が強化され、刑罰が

強化されている。例えば商標の冒用罪で情状が重い場合は、3 年以下の有期懲役もしくは拘留に処

し、罰金を科している。 

 

2．特許権 

特許権（中国語では「専利権」）に関しては基本的に「特許法」（主席令第 8 号）、「特許法実施

細則」（国務院令第 569 号）、「特許行政法律執行規則」（知的財産局令第 71 号）等がある。 

特許法の保護対象に、発明、実用新案、意匠の 3 つがある点が、中国の特徴である（特許法第

2 条）。特に製品や商品等のデザインに関する「意匠権」は重視されている。国務院特許行政部門

が特許の出願を受理し、審査し、特許権を付与する（特許法第 3 条）。 

発明特許権の存続期間は 20 年、実用新案特許権及び意匠特許権は 10 年であり、出願の日から

起算する（特許法第 42 条）。 

「特許法の修正に関する決定」（主席令第 55 号：2020 年 10 月 17 日公布、2021 年 6 月 1 日施

行）によると、特許権の濫用が競争を排除または制限し、独占行為を構成した場合は「独占禁止

法」に基づき処理すること（第 5 条）、特許権の損害賠償金額については、実際の損害額や侵害者

が得た利益により確定するが、故意の侵害や情状が重大である場合は、損害額の 1 倍以上 5 倍以

下の金額で確定できるという懲罰的損害賠償規定が追加された（23 条）。さらに賠償金額を確定す

ることが困難な場合は 3 万元以上 500 万元以下（従来は上限 100 万元）の賠償を確定させること

ができる（23 条）と規定されている。また地方の知財管理当局に侵害事業者への立ち入り権限を

与えて、行政摘発の強化を規定している。 

中国に拠点がない外国人や外国企業が中国で特許を出願する場合には「特許代理機構」に委託

することになるが、特許代理行為をさらに規範化し、委託者、代理機構、代理人の合法的権益を

保障し、特許代理の発展を促すために「特許代理条例」の改正（知的財産局起草）が審議されて

いる。 

中国は政府をあげて特許の出願登録を勧めており、この傾向は 2001 年から顕著である。2015 年

においては日本の 3 倍以上となっている。 
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3．商標権 

商標権に関しては基本的に「商標法」（主席令第 59 号）、「商標法実施条例」（主席令第 651 号）、

「商標評議審査規則」（工商行政管理局令第 65 号）等がある。 

商標局の審査を経て登録を認められた登録商標が商標専用権として保護を受ける（商標法第 4
条）。登録商標の存続期間は登録日から 10 年であり、更新登録後にさらに 10 年存続する（商標法

第 39 条、第 40 条）。 

出願に関しては先願主義を採用しつつも、他人が既に使用している商標を不正に抜け駆けして

登録（冒認出願）してはならないとしている（商標法第 31 条、第 32 条）。 

近では商標権の冒認出願が増加しており問題となっている。「冒認出願」とは、出願人の許可

を得ずに他人が法に基づき取得または享受した権利客体（例えば未登録商標、ドメイン名、商号、

著作権、姓名権等）を商標として出願する行為である。 

例えば使用目的でない商標の大量出願行為である。冒認出願は必ずしも商標法違反になるとは

限らない。商標権冒認出願から既存の権利者や利害関係者を保護するために、商標法では既存権

利者や利害関係者は、初期査定公告された商標について公告日から 3 ヵ月以内に商標局に異議を

申し立てることができる（商標法第 33 条）。 

冒認出願された商標がすでに登録された場合は、商標評議審査委員会に当該登録商標の無効宣

言を請求することができる（商標法第 45 条）。 

さらに悪意の商標登録出願に対して、事情によって警告や罰金等の行政処罰の規定を設けてい

る（商標法第 68 条）。 

悪意のある商標権訴訟に対して裁判所は処罰の実施を規定している（商標法第 68 条）。 

中国に拠点がない外国企業が商標の登録を出願する場合は、商標代理機構に委託をする（商標

法第 18 条）。外国で著名な商標について、中国内での著名（中国語「馳名」）性を立証できなけれ

ば他者の悪意のある出願を排除できず（商標法第 13 条、14 条）、立証資料の作成にかなりの準備

が必要である。 

商標権を使用許諾することに関してロイヤリティの外貨送金をするには、商標局への契約の届

け出が必要である（商標法第 43 条）。 

中国の 2019 年の商標出願は約 784 万件と 2016 年の約 2.1 倍になっている。商標権侵害訴訟（第

一審）は約 6 万 5000 件であり、2016 年の約 2.4 倍にもなっている。 

日本の森・濱田松本法律事務所は中国に商標権等の保護を目的とした子会社を設立し、2021 年

3 月から業務を開始している。従来は、現地の法律事務所に対応を依頼していたが、日系企業向け

のサービスが提供できるようになったとしている。 

 

4．著作権 

著作権に関しては基本的に「著作権法」（主席令第 62 号、2020 年 11 月 1 日公布、2021 年 6 月

1 日施行）がある。 
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近年、改正された著作権法においては、著作物とは「文学、芸術、科学等の分野において、独創

性を有し、且つ、一定の形式を表現できる知的成果を指す」と定義されている（著作権法第 3 条）。 

著作権法においては、「映画の著作物及び映画製作に類似した方法で創作された著作物」は、「視

聴覚著作物」に該当する（著作権法第 3 条）。 

著作物は公表されているか否かにかかわらず著作権を有する（著作権法第 2 条第 1 項）。外国人

の著作物で 初に中国で出版されたものは著作権を有する（著作権法第 2 条第 2 項）。 

著作物には①文字の著作、②口述、③音楽、演劇、雑技芸術、④美術、建築、⑤映画、⑥工事設

計図、製品設計図、地図、見取図等の図形、模型、⑦コンピュータソフトウエア、⑧法律、行政法

規で期待するその他著作物がある（著作権法第 3 条）。 

他人の著作物を使用する場合には著作権者と使用許諾契約を締結しなければならないが（著作

権法第 24 条）、例えば、ある著作物や新聞、雑誌、メディア等の中で紹介し、引用する場合は、

著作者の氏名、作品名を明示しなければならない（著作権法第 22 条）。 

著作権の保護期間は著作者の死後 50 年である（著作権法第 21 条）。 

インターネット上で著作物等のコンテンツを提供する行為は「インターネット著作権情勢保護

規則」（国家版権局・情報産業部令 2005 年第 5 号）により規定されている。 

故意による著作権侵害行為について、情状が重大である場合の、賠償額の上限を、損害額の 5 倍

まで引き上げることができるとした「懲罰的な損害賠償制度」が導入された。法定賠償額の上限

は従来の（法改正前）50 万人民元から、500 万人民元に引き上げられている。 

 

5．ソフトウェア保護 

コンピュータのソフトウェアは著作権法の保護対象であり、別途、国務院が規定する法律に準

拠することになり（著作権法第 3 条、第 59 条）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院

令第 632 号）が規定されている。 

情報ネットワークを通じて公衆に提供される著作物等は「情報ネットワーク伝達権保護条例」

（国務院令第 634 号）が規定している。例えば、図書館の収蔵物のデジタル化著作物等がある。 

 


