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＜中国＞
中国における
商標登録利便化改革の促進
北京弘権知的財産権代理事務所
パートナー・商標弁理士

孫

紅暁

中国経済の持続的な成長に伴い、国全体の商標意識が向上しており、それに伴
い商標の登録数量も高速増加の態勢を保っている。それに比べて、中国商標の登
録周期が長く、手続きが煩雑という現状は以前から国内外の多くの批判を浴び続
けた。今回最新の商標局改革はまさに中国社会の発展に合せならが、
それらのニー
ズにこたえる姿勢として評価できる。
2017 年 11 月に商標局は「工商総局のよる商標登録利便化改革を推進し、商標
登録の効率を着実に向上するに関する意見」を公布した。
「意見」によると、
2018 年底までに商標登録の審査周期を 6 ヶ月までに、商標登録出願の受理通知
書の発送期間を 1 ヶ月までに、商標調査の未収録期間を 2 ヶ月までに、商標譲渡
の審査周期を 4 ヶ月までに、商標変更、更新の審査周期を 2 ヶ月までに、商標拒
絶不服審判の平均審理期間を 7 ヶ月までにと、全体の期間を大幅に短縮されるこ
とになった。
なお、商標局は今後更なる商標審査の発展方向を確立した。即ち、商標審査評
審科学化、ペーパーレス化、知能化のレベルを向上し、図形に対する知能化の検
索技術を開発し、知能審査補助システムの建立を研究し、商標評審オンライン出
願システム及び次世代の商標登録と管理自動化システムなどが挙げられる。出願
受付の拠点に対する許認可を緩和し、受付先と質権登録先の一体化建設を推進す
る。商標審査協力センターの建設を強化し、商標審査能力を引き上げる。商標デー
ターの開放共通シェアを継続的に推進し、近い内に社会に全部の商標データーを
公開すると約束した。
今後、商標局としては商標知的財産権保護の強化、商標ブランド建設とサービ
ス能力の向上、中国商標ブランドの国際化の促成などの方面で更なる進歩を期待
したい。

Journal of Towa Nagisa Institute of Intellectual Property Vol.10, No.135

＜ China ＞
Promoting Convenience of Trademark Registration
in China
Partner, Head of the Trademark Department of CHINABLE IP

Hongxiao Sun

Along with the continuing economic growth in China, the Chinese become
more aware of the significance of trademark and the number of registration is rapidly
increasing. On the other hand, the time necessary for the trademark registration is fairly
long and the procedure is troublesome, causing complaint both home and abroad. Recent
reform can be welcomed against the above background.
The Trademark Office announced in November 2017 "an opinion on promoting
the reform of trademark registration and improving efficiency thereof". In this document,
the registration procedure will be drastically shortened by the end of 2018 as follows :
the examination period will be six months ; the notification of acceptance of the
application will be sent within one month ; the search of trademark will be two
months ; the examination of transfer will be four months ; the examination of the
change or renewal will be two months ; an appeal against examiner's decision of refusal
will averagely need seven months.
In addition, the direction of the reform is also made clear. It includes clarifying
the criteria for examination and promoting paperless procedure and the usage of AI,
which will help develop the technology of search of figures and examination, online filing
system and administration system. The Office also deregulates the regulation of the
acceptance of filing and encourages the merge of filing office and pledge registration
office. It will establish trademark examination cooperation center to increase the
efficiency of the registration. Also, according to the document, all trademark data will
soon be published.
I expect further progress such as strengthening the protection of trademark,
promoting the international establishment of brand and service efficiency etc.
(Translated by TIP)

