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中国 IP 保護の最新情報 

1. 賠償金額が 9,800万元から 500万元に、ニューバランス逆転勝利か 

  

為だと認め、新百倫公司の

設立が当該商標の出願日

以降となり、かつ、同社が

当該商標に対する未登録

商標の先使用権などの権

利を享有することを認め

なかった。新百倫公司が当

該商標と同様又は類似な

標識を同類商品で使用し

たことは、周楽倫氏が当該

商標の出願登録による独

占権を侵害した行為にな

ると判定を下した。 

願し、2008 年に「靴（足に

履く物）」等商品項目で登録

許可を取得した。新百倫公

司（ニューバランス社の）

は、2006 年 12 月に設立さ

れ、2007 年 11 月 1 日から

「NEW BALANCE」、「NB」、「N」

の商標の使用し、「新百倫

（中国）官方網站」の表現

を公式サイト上で使用して

いる。 

広東省高級人民法院

は、今まで周楽倫氏による

当該商標の使用が合法な行

2016年 6月 23日，2016

年 6月 23日、広東省高級人

民法院は、「新百倫」（ニュ

ーバランスの中国語音読）

商標の異議申立案件につい

て判決を下した。その結果、

中国公民の周楽倫氏へ 500

万元を賠償し、公式サイト

（新百倫（中国）官方網站）

上で声明を出すことで、新

百倫貿易（中国）社（米ニ

ューバランス社の中国関連

会社、以下は新百倫公司と

略す）の負けとなった。 

2013 年 7 月、周楽倫氏

は、本人が出願登録した商

標「百倫」、「新百倫」が侵

害された理由で、広州市中

級人民法院に起訴し、9,800

万元の経済損失賠償を主張

した。周楽倫氏は 2004年に

「新百倫」を商標として出

【HFGコメント】 

本件に係る賠償額は、一審で 9,800万元となったものの、二審で事情の斟酌で 500 万元に引き下げら

れたことで、新百倫貿易（中国）の逆転勝利と見てもよろしいでしょう。 

HFG 主任弁護士 Lanny から：一審と二審の判決を整理すると、一審裁判所も二審裁判所も賠償額を査

定する際に、侵害行為における主観的悪意、侵害標示の使用方式、侵害規模、侵害の持続期間など要

素を総合的に考慮して判決を下しましたが。 

本件において注目すべきところを言うと、新百倫貿易（中国）の二審チームから、被告人による侵害

期間の中、当該の中国語標識による「利益貢献率評価」という概念を始めて提起し、第三者による評

価報告書を提出したことがポイントです。この肝要な新証拠は、二審裁判所にて賠償金額に係る判決

を変える依拠として採納され、案件の逆転に功を奏しました。 

 



 

 
 

2. 馬雲氏発言、模造品は原物以上のメリットを出す～輿論の最前線に 

 

  

Strategic IP Information 

CEO・Bharat Dube 氏は、「と

ても傲慢」、「言いなり放

題」と、模造品への取締り

においていつも工夫をし

た振りだけを見せている

と指摘した。 

と。また、模造メーカがオ

ンラインで原物とほぼ同じ

品質を持つ製品を安価で販

売できるのは、模造品とい

われるものと原物が「本は

是れ、同根に生ぜしに」だ

と述べた。品質が同レベル

で、価格がメリットを持つ

製品が現れたことに対し、

IP 問題のみならず、新たな

ビジネスモデルを探求すべ

きものではないかとの観点

を示した。 

馬雲氏の発言に対し、

2016年 6月 14日、アリバ

バグループ創始者・馬雲氏

は、杭州で開催されたアリ

ババ投資大会に出席してス

ピーチを行い、同グループ

が国際模倣対策連合（IACC）

から除名されたことに対し

反発した。馬雲氏の発言は、

業界及び世論で大騒ぎを引

き起こした。 

 

馬雲氏は、インターネッ

ト上で侵害容疑のあるメー

カがそもそも原物企業の

OEM 先であるケースが多い

【HFGコメント】 

偽物・模造品は、どんなに抜群な技術で製造されても、「フェイク品」の本質を回避できません。中

国では、最近の 20 年を亘って先端な生産技術の輸入が継続しており、グローバルでもトップレベル

に辿り着いた「中国製」品が誕生し始めてきました。この状況において、企業家たちは、「コピー」「OEM」

などばかりに視線を集中することではなく、先端な生産技術やプロセスを自主のブランドや設計に活

用すべきです。確かに「コピー」「OEM」（高度的な模造）のような行為は、短期間で経済的な効果を

生じるかもしれないが、長期的には「中国製」「中国創造」にダメージを与え、企業の競争力低下に

繋がるものになろう。 

 



 

 
 

3. 「天天絢舞」商標侵害案件、一審でテンセントの勝ちに  

なることから顕著性を認め

た。また、テンセント社が

既に「天天絢舞」及び「全

民絢舞」を商標として出願

登録したゆえ、本件に係る

直被告人 3 名（上海祥遊公

司、天津卓越晨星公司、北

京卓越晨星公司）の行為が

商標侵害と判定した。被告

人北京奇虎科技有限公司に

対し、プラットフォームの

運営業者として、技術サポ

ートのみを提供しており、

当該ゲームが商標の侵害に

達すか否かを判断する能力

を当然に有するものではい

観点から、同社に当該ゲー

ムのプラットフォーム上の

提供を停止すると判決を下

された。 

 

れている。一方、上海祥遊

公司は、「舞魅 OL」というダ

ンシング系ゲームを開発し

たものの、2014 年 3 月 12

日に同ゲームの名称を「天

天絢舞」に変更し、その後

の 4 月にリリースした。天

津卓越晨星公司及び北京卓

越晨星公司は、上海祥遊公

司の授権を取得し、当該ゲ

ームの発行、運営、拡販な

ど業務に従事していた。そ

のうち、天津卓越晨星公司

は、北京奇虎科技有限公司

と提携し、360プラットフォ

ームで当該ゲームを長期的

に提供していた。テンセン

ト社は、本件に係るゲーム

のダウンロード量が 1,000

万回を超えており、巨額な

利益を生じたと指摘した。 

北京市朝陽区人民法院

は、「天天」及び「絢舞」が

固有な言葉ではないため、

「天天絢舞」が創造単語と

2016年 6月 27日、北京市

朝陽区人民法院は、テンセ

ント社による「天天絢舞」

商標の侵害起訴について、

被告人 4名の上海祥遊公司、

天津卓越晨星公司、北京卓

越晨星公司、北京奇虎科技

有限公司に対し一審の判決

を下した。その結果、同 4

社が「天天絢舞」商標の使

用を直ちに停止し、北京奇

虎科技有限公司以外の 3 社

が公式ミニブログ、ウィー

チャット、公式サイトで声

明を出し、30 万元の損害金

を賠償することとなった。 

2013年 12月、テンセント

社は「天天絢舞」及び「全

民絢舞」を商標として出願

登録した。2014 年 4 月、テ

ンセント社により開発した

オンラインゲーム「全民絢

舞」がリリースされ、同ゲ

ームは、一部のポータルサ

イトで「天天絢舞」と呼ば

【HFGコメント】 

HFG 主任弁護士 Lanny から：携帯ゲームの名称は、ある程度上において携帯ゲームのブラントのみに

ならず、ゲーム本体にも係る重要な部分となり、巨大なブラント価値を持つものになります。ですの

で、携帯ゲームの場合には、著作権の保護を中心としたものの、商標権利の保護にも油断ができませ

ん。他社がより多く利益を獲得するためで、知名度の高いゲームの名称を利用し、「傍名牌」の宣伝

を行う行為は、典型的な商標侵害行為であり、遅滞なく止めるべきものです。 

 

PK 



 

 
 

4. ．董会長の困ることについて 

  

 

した。そのお詫びに対し、

小柯氏は華楽成盟の弁護

士チームに対応を委託し

たと返事した。その後、華

楽成盟は合法かつ公平的

な前提で本件の円満解決

を期待する旨を示した。 

 

改編した「因為愛情～炊飯

器編」を発表した。その行

為に対し、「因為愛情」の作

者である小柯氏が刺激に反

発し、「中国製の炊飯器に価

値があるが、中国製の音楽

に価値はないね」、「自分だ

けではなく、音楽に従事す

る全ての者のために、董明

珠会長及び格力社に見解を

聞かせてもらいたい。」「500

万元の賠償は、中国音楽界

の IP保護機構である華楽成

盟に寄付する」と非難した。 

そして、6 月 26 日、董

明珠自媒体は公式ミニブロ

グで本件に関してお詫びを

2016年 6月 23日、中国

で有名な音楽プロデューサ

ー・小柯氏は、自分の作品

曲「因為愛情」が商業目的

で勝手に改纂された理由

で、ミニブログで中国エア

コン大手格力（GREE）会長・

董明珠女史を指名して非難

し、500万元の賠償を要求し

た。 

事情について、6 月 22

日、董明珠自媒体（董明珠

女史の自己出資で運営して

いるオンライン媒体会社）

は、著作権者の同意を得ず

に、炊飯器宣伝のためで人

気曲「因為愛情」の歌詞を

【HFGコメント】 

HFG 主任弁護士 Lanny から：本件における改編行為は、著作権者に帰属する著作物の改変権及び同一

性保持権を侵害することになります。改変権は、著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改

変させる権利で、著作物の同一性保持権に相応しており、創作者が自分の著作物の同一性を強調する

絶対保護となります。法律上では、授権を取得しない限りで他人による著作物の改纂が認められず、

その保護期限も制限されていません。 

Lanny によると、本件において、董明珠自媒体による行為は、業界内で商業目的のあるものと考えら

れ、他人の著作権を侵害しました。本件の影響で、一定な期間において格力社のブランド力及び商業

信用にかなりのダメージが付けられることになろう。「董明珠会長が販売している『中国製』は『中

国製』を侵害した」と、一部のマスコミがからかっています。 

 



 

 
 

中国 IP 産業における新動向 

中国 IP 産業における新動向 

5. タオバオ、新規定を公布～バイヤー向けの脅し行為が厳重であれば

口座を封印 に 

  

業界筋によると、タオバ

オにおいて、商品の好評率

が販売数量に繋がってい

るため、好評の積立に注力

している店舗が「悪評」に

対し利益誘惑、脅迫など手

段でバイヤーを取り消さ

せることが多々発生して

いる。「バイヤー脅迫」の

行為を撲滅するために、関

係規則の更新以外、各プロ

セスにおける管理を強化

すべきだとの指摘。 

新規定のうち、「悪意ハラ

スメント」の定義について、

「電話、メッセージ、アリ

ワンワン、電子メールなど

方式で他人を頻繁に連絡

し、他人の正常生活に支障

を生じた行為、メッセージ、

アリワンワン、電子メール

など方式を通じ、又は取引

掲示板で他人に対し侮辱、

脅迫を行った行為」と書か

れた。「事情が厳重」の定義

について、「他人の正常生活

に深刻な妨害を与え、悪影

響を引き起こした行為」と

書かれた。 

 

最近、タオバオは「『悪意

ハラスメント』規則に『会

員の侮辱、脅迫』に係る条

項変更について通知」（以下

は新規定と略す）を公布し

た。新規定は、2016 年 6 月

28 日より施行する。新規定

によると、バイヤーに対す

る「事情が厳重」な悪意ハ

ラスメントを行った場合に

は、当該店舗に対し 48点の

減点処置とする。タオバオ

の規定によると、会員の減

点が累計で 48点を満たした

場合、口座の封印処理とさ

れる。 

 

【HFGコメント】 

新規定の公布は、消費者の権益保護を一層に強化することで、消費者が「問題商品」（即ち品質問題

のある商品、若しくは虚偽な宣伝を行う店舗）に直面して「本当なこと」「事実」を通じて不良な商

品や店舗を公開することを奨励ものです。新規定は、真実を述べる消費者を不良店舗のハラスメント

から保護したことで、市場の浄化に有益なものです。 

 



 

 
 

6. 貴州省政府、「2015年貴州省知的財産権保護状況白書」を公布  

増）、商標登録数が 19,352

件（同 35.3％増）となった。

2015 年、貴州省知的財産権

保護の執行部門において、

立件数が 4,173 件、結審数

が 3,997 件、結審金額が

3,835.2 万元となった。ま

た、公安による処理された

知的財産権侵害案件数が

657件、犯罪容疑者を 1,195

名を逮捕し、案件金額が

52,335.37万元となった。 

2016年 2016年 6月 17日、

貴州省政府は、記者会見を

招集し、「2015年貴州省知的

財産権保護状況白書」（以下

は白書と略す）を公表した。

白書は、中国語・英語の対

訳で、2015 年貴州省におけ

る知的財産権に関係する各

類データを盛り込まれてい

る。 

2015 年、貴州省におけ

る会社特許出願数が 18,295

件、特許登録数が 14,115件

（前期比 39.7％増）、商標出

願数が 22,846件（同 20.2％

【HFGコメント】 

中国の経済発展を共に、知的財産権保護は、中国の国策レベルに引き上げられています。貴州省は、

中国経済発展のティア 2～3の地域になるものの、知的財産権に対する保護を強化し、白書まで公布

しました。 

HFG 主任弁護士 Lanny から：最近数年、中国における知的財産権保護の体勢を整理すると、権利侵害、

模造被害案件の多発地域は、元々の中国沿海部から中国各辺境省まで拡散していく傾向があります。

特に北部辺境及び西南部辺境に係る省において、辺境貿易の過程で発生した知的財産権保護の関連問

題が日々に上昇しています。そのゆえ、現在中国の各地政府がこの方面で知的財産権保護（特に通関

に係る）を強化しています。  

 

 上海恒峰法律事務所 

2016年 7月 7日 



 

 
 

HFG 概況 
 

HFG は 2003年以来、高度一体化された中国・外国籍専門家チームの共同経営する事務所

として、高標準、高品質のサービスを提供し続き、世界各業界のクライアントのニーズを徹

底的に了解に基づき、クライアントの為に最大な商業利益を追求しています。現在、HFG は

三つの組織で構成されているが、それぞれ恒峰法律事務所、恒方知識産権咨詢有限公司、及

び上海衡方知識産権代理有限公司であり、北京、上海に二つの事務所があります。 

 

HFG は長年の実務経験を通じて、深く多様な知識と多言語のコミュニケーション能力を

駆使し、全国の省、直轄市、自治区等の司法、行政機関において、クライアントのために多

種な知的財産権業務を展開しています。HFGは知的財産に関する訴訟•非訴訟案件やビジネス

及びコーポレートのリーガルサービスを集約しクライアントの無形資産が有形資産より多

い会社のためにワンストップソリューションを提供します。 HFG が扱っている分野は IT•通

信、石油化学、ワイン•雑酒、ファッション、化粧品、小売•電子商取引、食品医薬品基準、

ライセンス取得、特許技術の収益化等に係っています。 

 

HFG が代理した案件は、数年連続中国公安部から「十大典型的案例」及び「五大経典的

案例」と評価され、また中国外商投資企業協会優質ブランド保護委員会より「中国知的財産

権案件ベスト 10」と評価され、及び複数の主要省の中級、高級人民法院より当年度の経典的

訴訟案件と評価されました。私たちの長年の努力により HFGは数年連続複数の国際クライア

ントより当年度の「最優秀知的財産権サービス提供者」と評価されました。2010年以来、当

事務所は「Legal 500」より数年連続上海地区で知的財産権業務の一位と推薦され、また「知

的財産権管理」からも強力に推薦され、同時にチェンバース法律評価機構及び「世界商標評

論 1000強」からも高い評価を取得しました。 

 

本号の知的財産権の最新情報について、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく以下にてお問

い合わせください。 

Tel：+86 21 5213 5500 

Fax：+86 21 5213 0895 

Mail：lli@hfgip.com; Hfg_china@hfgip.com; hding@hfgip.com 

mailto:lli@hfgip.com
mailto:Hfg_china@hfgip.com
mailto:hding@hfgip.com
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