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3. 馳名商標認定保護規定

2003 年４月 17 日に国家工商行政管理総局に公布された『馳名商標認定保護規定』（以

下、「原規定」という）は、工商行政管理部門が『商標法』を徹底的に実行するための

重要な行政規則であり、各級の工商行政管理部門を指導し、行政法執行における馳名商

標の認定及び保護にとって重要な意義があります。原規定は 2003 年の施行以来、馳名

商標の認定の制度化、規範化及び手順化を保証し、工商部門が馳名商標の認定及び保護

における権威性を樹立すること等において重要な役割を果たしています。但し、原規定

には、認定手続きが原則に固執しすぎていること、認定基準があまり具体的でないこと、

業務職責があまり明確ではない等、まだ整備されていないところもありました。さらに、

実務において、認定結果を集中的に公表することにより、公衆に馳名商標の認定が一種

の行政許可又は栄誉評定であるという誤認が生じやすいということもあります。 

そのため、2014 年 5 月 1 日より施行された新商標法によって、馳名商標の保護制度

が改めて打ち立てられ、馳名商標の概念が明らかになったのに伴い、馳名商標の認定に

関わる原則をより一層明確にしました。国家工商行政管理総局は、新商標法の要求を斟

酌して、関連案件における必要をよりよく処理するために、「手順を規範化し、基準を

細分化し、責任を明確にする」という構想及び目標に基づき、原規定に対して全面的な

改正を行いました。さらに、係る条項の内容及び順序を調整し、従来の 17 条から 21 条

に改正しました。新規定では、主に新商標法に基づいて、専門用語及び手続きならびに

証拠の要求を規範化しました。その改正のポイントは次の 3点にまとめられます。 

 「案件処理における必要性」という法的性質を強調したこと。

 当事者の証拠資料の要求を把握することに便宜を図ったこと。

 当事者の責任及び工商部門の業務職責を明確にしたこと。

では、引き続き新規定の主な改正点を紹介します。 

（1） 第 2 条：馳名商標の概念の明確化 

第二条 馳名商標は、中国において関連する公衆に熟知される商標である。 

関連する公衆とは、商標で表示されるある種類の商品又は役務を使用する消費者、

同商品を生産し又は同役務を提供するその他の経営者、並びに取次販売ルートに係る

販売者と関係者等を含む。 

商標とは、その本質からみれば、商品及び役務の出所を区別させる標識のことをいい

ます。新『商標法』第 13 条によれば、馳名商標とは、「関連する公衆に熟知されている

商標」と規定されていますが、それが商標の知名度及び影響力への要求です。旧商標法
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には、馳名商標自体が比較的高い名声を有することが規定されていなかったので、今回

の改正で、新商標法が馳名商標の概念を明確にしたことにより、原規定における「中国

において関連する公衆に広く認知され、かつ比較的高い名声を有する商標」から、新規

定では「中国において関連する公衆に熟知される商標」と改正しました。 

（2） 第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条： 馳名商標の認定機関及び認定申請の

ルートの明確化 

第三条 商標局、商標評審委員会は、当事者の申請と案件審査・処理の必要に基づ

き、商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事件にお

ける馳名商標の認定と保護に責任を負う。 

第五条 当事者は、商標法第三十三条の規定により商標局に異議を申し立て、かつ

商標法第十三条の規定により馳名商標保護を請求する場合、商標局に書面による馳名

商標保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出す

ることができる。 

第六条 当事者は、商標不登録審判案件及び無効宣告請求案件において、商標法第

十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、商標評審委員会に書面による馳

名商標保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出

することができる。 

第七条 馳名商標の保護にかかわる商標違法事件は、市（地、州）級以上の工商行

政管理部門が管轄する。当事者は、工商行政管理部門に商標違法行為の摘発を請求し、

かつ商標法第十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、違法行為発生地の

市（地、州）級以上の工商行政管理部門に苦情を申し立て、書面による馳名商標保護

を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出することが

できる。 

新規定第 3条は、新たに追加された内容です。当該条項によれば、工商行政管理総局

で馳名商標を認定できる部門は、商標局及び商標評審委員会で、商標登録出願の審査、

商標係争の処理、及び工商行政管理部門による商標違法事件の摘発において馳名商標を

認定及び保護することがその権限とされています。当該規定の内容は、2001 年の第 2

次改正商標法の施行以来の実務運用と一致していますが、原規定の中に、それに相当す

る内容がありませんでした。したがって、新規定において、より一層規範的及び詳細な

規定が追加されました。さらに、第 5条、第 6 条、第 7条では、当事者が馳名商標の認

定を請求できるルートとして、異議申立案件、不登録不服審判案件、無効宣告案件及び

商標管理案件（例えば、侵害行為への行政摘発等の職権に基づく行政措置を下す案件）

を明確にしました。 
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（3） 第 4 条：馳名商標の認定規則の明確化 

第四条 馳名商標の認定は、案件ごとの個別認定、受動的保護という原則に従う。

新規定における顕著な変更点は、馳名商標に係る「個別認定、受動的保護」という原

則を強調し、単独の条文として規定したことです。「個別認定、受動的保護」の原則と

は、商標登録出願の審査、商標係争の処理、及び工商行政管理部門による商標違法事件

の摘発において、当事者がその商標が既に関連公衆に熟知され、新『商標法』第 13 条

の規定に基づき、案件を処理する行政機関に権利を主張したとき、商標局と商標評審委

員会は案件を審査・処理する必要性に応じて、法によって商標の馳名状況につき認定し、

当該商標に相応しい法律保護を与えるということです。つまり、商標所有者がその商標

権に損害を受け、主管機関に法的保護を求めた場合、主管機関は、その商標の馳名状況

を主導的に認定せず、ただ求められた保護請求を満足させればよいということです。馳

名商標が商標案件を処理する必要性に応じて行われた事実認定であり、当該商標が『商

標法』第 13 条に規定されている第三者が馳名商標を複製、模倣又は翻訳することを禁

止できるか否かを判断する前提となります。実際には、2003 年に施行された原規定に

おいて、「個別認定、受動的保護」の原則はすでに体現されていましたが、2013 年に公

布された改正『商標法』は、法律の側面より当該原則を改めて確認したため、新規定で

は当該原則を条文化しました。 

 

（4） 第 8 条：当事者の責任の明確化 

第八条 当事者は、馳名商標の保護の請求にあたって、誠実信用の原則に従い、事

実及び提出する証拠資料の真実性について責任を負わなければならない。 

今回の改正により、当事者が馳名商標の保護を請求する際、誠実信用の原則に従い、

かつ事実及び提出する証拠資料の真実性に対して責任を負うべきであることが、初めて

明確にされました。 

 

（5） 第 9 条：馳名商標の証拠に対する要求の細分化 

第九条 以下に掲げる資料は、商標法第十四条第一項の規定に合致することを証明

する証拠資料とすることができる。 

（一）関連する公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料。 

（二）当該商標の持続的な使用期間を証明する資料。例えば、当該商標の使用、登

録の履歴と範囲を証明する資料。当該商標が未登録商標である場合、その持続的な使

用期間が５年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。当該商標

が登録商標である場合、その登録期間が３年を下回らない、又は持続的な使用期間が

５年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。 
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 （三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲を証明する資

料。例えば、過去３年間の広告宣伝と販売促進活動の方法、地域範囲、広告媒体の種

類及び広告宣伝費等の資料。 

（四）当該商標が中国又は他の国・地域で馳名商標として保護されたことを証明す

る資料。 

（五）当該商標が馳名であることを証明するその他の証拠資料。例えば、当該商標

を使用した主要商品の過去３年間の販売収入、市場シェア、純利益、納税額、販売地

域等の資料。 

前項にいう「３年間」、「５年間」とは、被異議申立商標の登録出願日、被無効宣告

請求商標の登録出願日以前の３年間、５年間と、商標違法摘発事件においては、馳名

商標保護の請求の申立日以前の３年間、５年間をいう。 

当事者の挙証の便宜を図るために、新規定第 9 条において証拠に対する要求が更に細

分化されただけではなく、提出証拠の期間を初めて明確にしました。未登録商標である

場合、その使用期間が少なくとも持続して 5年であることを証明できる資料を提供する

ことが必要になりました。登録商標である場合、登録してから少なくとも 3 年、あるい

はその使用期間が少なくとも持続して 5 年であることを証明できる資料を提供するこ

とが必要になりました。それと同時に、「3 年間」と「5年間」は被異議申立商標の出願

日、無効宣告請求された商標の登録日より前の 3年間と 5 年間であることが明確に規定

されています。「前の 3年と 5年」という証拠の使用期間の範囲は、原規定における「最

近 3年」と比較してもより合理的であるといえます。 

第十条 当事者は、本規定の第五条、第六条の規定により馳名商標保護の請求を申

し立てた場合、商標局、商標評審委員会は、商標法第三十五条、第三十七条、第四十

五条に定められる期限内に、速やかに処理しなければならない。 

第十一条 当事者は、本規定第七条の規定により工商行政管理部門に商標違法行為

の摘発を請求する場合、工商行政管理部門は苦情申立資料を審査し、「工商行政管理

機関行政処罰手続きの規定」の関連規定により立件するかどうかを決定しなければな

らない。立件が決定される場合、工商行政管理部門は、当事者から提出される馳名商

標保護の請求及び関連証拠資料が、商標法第十三条、第十四条、実施条例第三条及び

本規定第九条の規定に合致するものかどうかについて基本的な確認、審査を行わなけ

ればならない。基本的な審査の結果、規定に合致している場合、立件した日より３０

日以内に、馳名商標の認定伺いと案件資料の副本を併せて上級の工商行政管理部門に

報告、送付しなければならない。審査した結果、規定に合致しない場合、「工商行政

管理機関行政処罰手続きの規定」の規定により、速やかに処理しなければならない。

（6） 第 10 条、第 11 条、第 12 条：馳名商標保護請求の処理期限についての改正 
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第十二条 省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、本管轄区域内の市（地、

州）級の工商行政管理部門が報告・送付した馳名商標の認定に関する資料が、商標法

第十三条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条の規定に合致するものかどう

かについて確認、審査しなければならない。確認・審査した結果、規定に合致してい

る場合、馳名商標の認定に関する資料を受領した日より３０日以内に、馳名商標の認

定伺いと案件資料の副本を併せて商標局に報告、送付しなければならない。審査した

結果、規定に合致しない場合、関連資料を当初の立件機関に差し戻し、「工商行政管

理機関行政処罰手続きの規定」の規定により速やかに処理させなければならない。 

商標案件に対して審査・審理期間を設定したことは、新商標法の大きな特色です。馳

名商標の認定に係る新規定においても、審査期限について変更がありました。原規定に

は異議申立案件及び審判案件において馳名商標の認定について処理期限を設定してい

ませんでしたが、新規定では、異議申立案件及び審判案件における馳名商標の認定につ

いて、第 10 条に処理期限が規定され、その期限は、商標法に規定された申請の審査期

限と一致しています。 

但し、商標管理案件において商標局が馳名商標を認定する期限について、原規定第 8

条の「商標局は、関連案件資料を受領した日より 6 ヶ月以内に認定しなければならない」

から、新規定では期限なしに改正されました。それに対して、第 12 条に、商標違法事

件の摘発において地方の工商行政管理部門が馳名商標の案件処理結果を商標局に対し

てフィードバックする期間に関わる規定が追加されました。これは新規定において比較

的重要な改正点です。 

今回の改正において期間についての改正は、今後馳名商標の認定の申請形式に大きな

影響を与えると考えられます。工商行政管理総局が馳名商標を認定するルートは異議申

立案件、審判案件、商標管理案件の 3つがありますが、実務において商標管理案件の数

はその他のルートを大幅に上回っています。旧商標法の時代に、異議申立案件、審判案

件において馳名商標の認定を申請するには、審理期限がなかったので、認定されるかど

うか結果が出るまで、2、3 年か、若しくはそれ以上の時間がかかることもありました。

それに対して、商標管理案件は通常、6ヶ月しかかかりませんでした。そのため、時間

的なコストを考慮した上、商標管理案件が馳名商標を認定する主なルートとなっていま

した。しかし、新商標法及び新規定によれば、異議申立案件及び係る審判案件の審理

期間が 9 ヶ月又は 12 ヶ月以内と規定されたので、審理期限なしの商標管理案件と比べ

れば、今後多くの当事者が異議申立案件及び審判案件を通じて馳名商標を認定すること

が見込まれます。 
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（7） 第 13 条、第 14 条、第 15 条：地方工商部門の馳名商標に関わる業務職責

の明確化・細分化 

第十三条 商標局、商標評審委員会は、馳名商標の認定にあたって、商標法第十四

条第一項と本規定第九条に記載する各要件を総合的に考慮しなければならない。ただ

し、全ての要件を満たすことが前提ではない。 

商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定にあたって、地方の工商行政管理部門に

よる関係状況の確認が必要な場合、関連の地方工商行政管理部門は協力をしなければ

ならない。 

第十四条 商標局は、省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門が報告、送付した

馳名商標の認定に関する資料を審査した結果、馳名商標を構成すると認定した場合、

伺いを報告、送付した省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に対し、認定の回答

を行わなければならない。 

立件した工商行政管理部門は、商標局が認定の回答を行った日より６０日以内に、

法により処理し、行政処罰決定書の写しを所在地の省（自治区、直轄市）の工商行政

管理部門に送付しなければならない。省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、

行政処罰決定書の写しを受領した日より３０日以内に、事件の処理状況及び行政処罰

決定書の副本を商標局に報告、送付しなければならない。 

第十五条 各級の工商行政管理部門は、商標登録と管理の業務において、馳名商標

に対する保護を強化し、権利者と消費者の合法的権益を保護しなければならない。商

標違法行為が犯罪に及ぶ場合、事件を速やかに司法機関に移送しなければならない。

新規定第 13 条において、「商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定にあたって、地

方の工商行政管理部門による関係状況の確認が必要な場合、関連の地方工商行政管理部

門は協力をしなければならない」と明確に規定されました。また、第 14 条及び第 15 条

において、馳名商標に関わる各級の工商行政管理部門の職責、職員の責任及び監督につ

いて更に明確化、細分化されました。今回の改正において「責任を明確にする」という

構想及び目標が十分に具体的に表されています。 

（8） 第 17 条：商標局による認定取消しの新設 

第十七条 商標違法事件において、当事者が事件において虚偽を弄し又は虚偽の証

拠資料を提供する等不正な手段で、馳名商標の保護を騙し取った場合、商標局は、係

争商標について既に行われた認定を取り消すとともに、馳名商標の認定伺いを報告、

送付してきた省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に通知する。 

本条は新設されたものです。今回の改正において、「商標違法事件において、当事者

が事件において虚偽を弄し又は虚偽の証拠資料を提供する等不正な手段で、馳名商標の

保護を騙し取った場合、商標局は、係争商標について既に行われた認定を取り消す」こ

馳名商標認定保護規定
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とが明確に規定されました。 

 

（9） 第 18 条、第 19 条、第 20 条：馳名商標に関わる各級の工商部門の職責及

びその職員の責任及び監督の明確化 

第十八条 地方の工商行政管理部門は、本規定第十一条、第十二条の規定に違反し

て馳名商標の認定に関する資料への確認・審査の職責を履行せず、又は本規定第十三

条第二項の規定に違反して協力せず若しくは確認の職責を履行せず、又は本規定第十

四条第二項の規定に違反して期限を過ぎても商標違法事件を処理せず若しくは処理

の状況を報告、送付しなかった場合、一級上の工商行政管理部門は、通達を行い、是

正を命ずる。 

 

第十九条 各級の工商行政管理部門は、馳名商標認定業務に係る監督検査制度を構

築し、健全化させなければならない。 

 

第二十条 馳名商標の認定・保護業務に関与する職員は、職務を怠り、職権を濫用

し、情実にとらわれて不正行為を行い、馳名商標の認定を違法に行い、当事者から財

物を受け取り、不正な利益をむさぼったときは、関連規定により処理する。 

新規定にはこの 3つの条項をもって、主管機関の認定及び保護行為を厳格に規範化し、

公平・公正に馳名商標を認定・保護することを確保することで、職権濫用行為、情実に

とらわれた不正行為を防止するために重要な役割を果たしています。 

 

（10） 条項の削除：原規定の第 9 条、第 13 条 

原規定第 9 条によれば、「馳名商標として認定されていないものについて、認定結果

がなされた日より 1 年以内に、当事者が同一の商標について同一の事実及び理由で再び

認定を申請することができない」と規定されていました。これは、明らかに馳名商標に

係わる「個別審査、必要に応じて認定」という原則に背くので、今回の改正により削除

されました。 

原規定第 13 条によれば、企業の商号と商標と衝突がある場合、当事者は企業名称登

記の主管機関に当該企業名称登記の抹消を請求することができると規定されていまし

た。他人の馳名商標を企業の商号として使用し、関連公衆に誤認を生じさせた場合、不

正競争行為に該当するので、『不正競争防止法』を適用して、調整されるべきです。そ

のため、当該条項も今回の改正により削除されました。 

3. 馳名商標認定保護規定
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4. 商標評審規則

『商標評審規則』（以下、「評審規則」という。)は、国家工商行政管理総局により公

布され、『商標法』及び『商標法実施条例』の関連規定を細分化し、商標審判プロセス

を規範化した部門規則です。評審規則の施行は、商標審判プロセスの規範化及び案件審

理の質の向上に重要な役割を果たしています。評審規則は1995年 11月 2日に施行され、

その後 2002 年、2005 年に 2 回にわたり改正が実施されました。今回の改正（3 回目の

改正）は、『商標法』及び『商標法実施条例』の改正に伴い、近年来、商標審判案件審

理において直面し、際立っている問題を解決し、実務上の新しいニーズを満たすために、

整備、補充したものです。今回の改正は 2014 年 5 月 28 日に工商総局令第 65 号で公布

され、同年 6 月 1日から施行されました。 

新評審規則は計 6 章 60 条からなり、2005 年の評審規則の 6 章 62 条と比較すると、

12 条が削除され、10 条が追加され、43 条が改正されました。今回の改正は、主に以下

の 3つの方面からまとめることができます。 

 新商標法及び実施条例の改正に基づき、相応する関連規定の細分化と補充したこ

と。

 審判における実際のニーズに応じて、手続きの中で表れた審判のニーズに合致し

ていない旧評審規則の関連規定を削除・改正し、審判業務において規範化の必要

を感じる問題について、関連規定を追加、補充し、更に商標審判の業務職責の追

及に関する関連規定も追加したこと。

 旧評審規則にある用語を修正し、関連条文の内容及び順序も更に合理化できるよ

うに調整したこと。

ここに、旧評審規則と比べ、新評審規則の主要な改正点について、紹介します。 

（1） 第一章 総則 

① 第 2 条：審判案件の審理の規範化、商標審判案件の種類及び係争商標の呼称の

明確化

第二条 商標法及び実施条例の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標評審委員

会（以下「商標評審委員会」という。）は、次の各号に掲げる商標審判案件を処理す

る。 

（一）国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という。）の商標登録出願拒

絶決定に不服があり、商標法第三十四条の規定に基づいて審判を請求する案件。 

（二）商標局の不登録決定に不服があり、商標法第三十五条第三項の規定に基づい

て審判を請求する案件。 

第一章 総則
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（三）登録済みの商標に対し、商標法第四十四条第一項、第四十五条第一項の規定

に基づいて無効宣告を請求する案件。 

（四）商標局の登録商標無効宣告決定に不服があり、商標法第四十四条第二項の規

定に基づいて審判を請求する案件。 

（五）商標局の登録商標取消決定又は不取消決定に不服があり、商標法第五十四条

の規定に基づいて審判を請求する案件。 

商標審判手続において、前項第（一）号にいう審判請求商標を「出願商標」と、第

（二）号にいう審判請求商標を「被異議商標」と、第（三）号にいう無効宣告請求商

標を「紛争商標」と、第（四）、（五）号にいう審判請求商標を「復審商標」と総称す

る。本規則において、前記商標はいずれも「評審商標」と総称する。 

新評審規則第 2条は、旧評審規則の規定に基づき、新商標法及び新実施条例の規定に

応じて、審判案件の種類を改正し、異議不服審判案件を不登録決定不服審判案件に、取

消審判案件を無効宣告請求案件に変更し、無効宣告不服審判案件と取消不服審判案件を

区別しました。これによって、審判案件の種類は、拒絶決定不服審判、不登録決定不服

審判、無効宣告請求、無効宣告決定不服審判、登録商標の取消決定・維持決定不服審判

の計 5種類になりました。 

以前、商標審判案件において、当事者の使用した係争商標の呼称が混乱している状況

があり、このような混乱状態は、商標評審委員会の審理を妨害するだけではなく、当事

者の案件準備にも不便をもたらしました。新評審規則は、職権法定の原則（「職権法定」

とは、すべての行政機関及びその職員の行政権利が法律に明確に定められなければなら

ないこと。）に従い、商標審判案件の種類を明確に規定したうえで、審判決定・裁定に

ある係争商標の呼称の統一を保証し、同時に代理人及び当事者が審判書類を提出すると

き、表現を規範化させるために、新評審規則では第 2 条第 2項を追加し、各種類の審判

案件における係争商標の呼称を統一し、規範化しました。つまり、拒絶決定不服審判に

おいて審判請求した商標は「出願商標（申请商标）」、不登録決定不服審判において審判

請求した商標は「被異議商標（被异议商标）」、無効宣告請求において無効宣告を請求し

た商標は「紛争商標（争议商标）」、無効宣告決定不服審判及び登録商標の取消決定・維

持決定不服審判において審判請求した商標は「復審商標（复审商标）」とそれぞれ称し、

上述の商標を「評審商標（评审商标）」と総称することとしました。 

なお、今回の改正においては、商標審判案件において下した結果を「決定・裁定」の

いずれかと称するのかについても検討がなされ、最終的には、商標評審委員会は、商標

局の審査結果について改めて審査を行い、つまり、不服審判を行う場合、下した結果を

「決定」といい、商標評審委員会のみで審査を行う案件の結果を「裁定」というように

確定しました。具体的には、商標評審案件の 5 つの種類において、4 つの不服審判の結

果をそれぞれ「拒絶決定不服審判決定」、「不登録決定不服審判決定」、「登録商標の取消

決定・維持決定不服審判決定」、「無効宣告決定不服審判決定」と称し、無効宣告請求の
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結果を「無効宣告請求裁定」と称することとしています。 

② 第 3 条、第 5 条：データ電文方式による審判書類を提出・送達する規定の追加 

第三条 当事者が商標審判活動に参加する場合、書面又はデータ方式により行うこ

とができる。 

データ方式による場合の具体的な方法は、商標評審委員会が別途制定する。 

第五条 商標評審委員会が商標法、実施条例及び本規則に基づいて下した決定、裁

定は、書面又は電子文書により関係当事者に送達し、かつその理由を説明しなければ

ならない。 

今回の改正では、新商標法における商標出願書類の提出方式の変化に応じて、第 3条

に、当事者が商標審判事件の審理に参加する場合、従来からの書面の方式に基づき、新

しい提出形式――データ電文方式を追加しました。また、「データ電文方式」の取扱い

の具体的な方法は、商標評審委員会が別途制定することも規定しました。同時に、第 5

条には、決定及び裁定はデータ電文方式でも関係当事者に送達することができることを

明確にしました。当該改正によって、商標審判案件において、データ電文方式の法的地

位を確立した一方、時代の発展ニーズに応じて、書類提出・送達の効率を向上させると

同時に、ある程度コストを低減することもできると思われます。 

現時点（2014 年 12 月 26 日現在）では、商標評審委員会は、データ電文を取り扱う

方式について、具体的な方法をまだ公表していないため、商標審判案件において依然と

して書面の方式により書類を提出する必要があります。また、商標評審委員会も、まだ

データ電文方式による決定及び裁定を実施していません。 

③ 第 8 条第 2 項：和解に合意した案件の商標評審委員会による継続的な審理 

第八条 商標審判期間中に、当事者は法によってその商標権又は商標審判に係る権

利を処分する権利を有する。社会公共の利益、第三者の権利を損なわないことを前提

に、当事者間において、自己により又は調停を経て書面にて和解に合意することがで

きる。 

当事者が和解に合意した案件については、商標評審委員会が結審することができる

ほか、決定又は裁定を下すこともできる。 

新評審規則第 8 条第 2 項には、「当事者が和解に合意した案件については、商標評審

委員会が結審することができるほか、決定又は裁定を下すこともできる」という規定を

追加しました。これは旧評審規則の規定に基づき新規追加した内容です。旧評審規則第

32 条の規定によれば、「当事者が自ら和解に達した、又は、商標評審委員会の調停によ

り和解に達した」場合、審判を終止し、商標評審委員会より案件を終了します。しかし、

実際には、当事者は、和解協議に合意した後、依然として、商標評審委員会が当該協議

に基づき、明確な結果を示す裁定を下すことにより、和解協議の実行を保障することを
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望んでいます。また、場合によって不服審判において、案件が終了したら、商標局の元

の決定が発効することになり、これは、実質上、当事者の合意に達した和解協議の内容

に相反する可能性があります。したがって、新評審規則には第 8 条第 2項の規定を追加

し、当事者が自己により又は商標評審委員会の調停を経て和解に合意した状況は、「当

事者が和解に合意した案件」と総称し、かつ「商標評審委員会が結審することができる

ほか、決定又は裁定を下すこともできる」と明確に規定しました。 

 

（2） 第二章 請求及び受理 

① 第 20 条：当事者の提出した副本が要求に合致しない場合の法的結果の明確化 

第二十条 当事者は審判活動に参加するに当たって、相手当事者の人数に応じた部

数の請求書、答弁書、意見書、尋問意見及び証拠資料副本を提出しなければならない。

副本の内容は正本の内容と同一でなければならない。前記要求に合致せず、かつ補正

後も要求に合致しない場合には、本規則第十七条第二項の規定により、その審判請求

を受理しない又は関連資料を提出していないものとみなす。 

実際によく見られる状況、つまり、当事者が提出した副本が要求の部数に合致せず、

かつ補正が要求されても、依然として副本の提供を拒絶する場合、あるいは、当事者の

提出した正本と副本の内容が一致していない場合、商標評審委員会が証拠調べを経てい

ない証拠を採用してしまったことに至った状況について、新評審規則には第 20 条を追

加して、当事者が先方の当事者の人数に応じた副本の部数を提出すべきであり、かつ副

本の内容が正本の内容と一致しなければならないと明確に規定しました。そして、上述

の要求に合致せず、かつ補正を経ても依然として要求を満たさない場合、その審判請求

を受理しないか、又はかかる資料を提出しなかったとみなすという内容を追加しました。 

② 第 23 条：挙証期間満了後に提出する証拠の規範化 

第二十三条 当事者が、審判請求を提出した後又は答弁した後に関係証拠資料を補

充する必要がある場合、請求書又は答弁書にその旨を声明し、請求書又は答弁書を提

出した日から３ヶ月以内に一括して提出しなければならない。請求書又は答弁書にそ

の旨を声明しなかった又は期限内に提出しなかった場合には、証拠資料の補充を放棄

したものとみなす。ただし、期間満了後に形成された証拠又は当事者がその他の正当

な理由があって期限内に提出できなかった証拠を期間満了後に提出した場合には、商

標評審委員会が証拠を相手方当事者に渡して尋問を経て、採用することができる。 

当事者が法定期限内に提出した証拠資料について、相手方当事者がいる場合、商標

評審委員会はその証拠資料の副本を相手方当事者に送達しなければならない。当事者

は証拠資料の副本を受け取った日から３０日以内に尋問を行わなければならない。 

旧評審規則第 20 条には、当事者が審判請求を行った後に関係証拠資料の補充が必要

4. 商標評審規則
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なときは、請求書又は答弁書にその旨を声明しなければならず、請求書又は答弁書の提

出日から 3 ヶ月以内に請求書又は答弁書と同じ部数の証拠資料を提出しなければなら

ないと規定されていました。請求書又は答弁書の中に当該声明がなく、又は期間が満了

しても提出されないときは、関係証拠資料の補充は放棄されたものとみなされます。た

だし、期間の満了後に新しい事実に基づく証拠又はその他の正当な理由がある場合はこ

の限りではありません。 

 新評審規則は、旧評審規則第 20 条の内容の基礎にして、期間満了後に提出した証

拠について、期間満了後に新たな事実に基づく証拠は期間満了後に形成したものであり、

曖昧な表現である「正当な理由」とは、正当な理由により期限内に提出できなかった状

況であることを明らかにしました。また、新評審規則には、期間満了後に提出した証拠

について、商標評審委員会は証拠資料を相手方当事者に送達し、証拠調べを行ってから

採用することができると明確に規定しました。旧評審規則と比べて、新評審規則は、当

事者の権利をより一層保護することができると思われます。 

③ 第 26 条：商標の譲渡又は移転後の案件審理の規範化

第二十六条 商標審判手続において、当事者の商標が譲渡、移転された場合には、

譲受人又は承継人は、速やかに書面にて「関係主体の地位を受継ぐ」旨声明し、その

後の審判手続に参加し、相応の審判結果に責任を有する。 

書面にて声明しなかったが審判案件の審理に影響しない場合、商標評審委員会は、

譲受人又は承継人を当事者として、決定又は裁定を下すことができる。 

実務において、当事者の商標が、譲渡・移転された場合、譲受人又は相続人はかかる

主体の地位を受け継ぐことを適時に声明しないことが多く、審判案件の審理効率に影響

を与えています。特に、大量の審判案件において出願商標の譲渡又は移転は、案件の審

理に影響を与えないため、商標評審委員会は直接譲受人又は相続人を当事者として決定

を下しても、その実体の権利を損なうことがありません。したがって、新評審規則には

第 26 条を追加し、譲受人又は相続人がその主体の地位を受け継ぐことを適時に書面に

て声明し、審判プロセスに参加すべきであると規定しました。また、第 2 項には、「書

面により声明しなかったが、審判案件の審理に影響を与えない場合、商標評審委員会は

譲受人又は相続人を当事者として取り扱い、決定又は裁定を下すことができる」と規定

しました。 

（3） 第三章 審理 

① 第 30 条：当事者の合法的な権利の保障及びプロセスに関する規定の

さらなる整備
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第三十条 不登録審判手続を経て登録査定を受けた商標について、元の異議申立人

が商標評審委員会に無効宣告を請求した場合、商標評審委員会は別途合議体を結成し

て審理しなければならない。 

本条の改正は、新商標法及び新実施条例における審判プロセス設定の変化に基づき、

元の異議申立人のプロセス上の権利を保護するために、今回の改正において新規に追加

したプロセスに関する条文です。本条には「不登録審判手続を経て登録査定を受けた商

標について、元の異議申立人が商標評審委員会に無効宣告を請求した場合、商標評審委

員会は別途合議体を結成して審理しなければならない」と規定しました。 

新商標法及び新実施条例の規定によれば、不登録決定不服審判手続きにおいてその登

録が許可された商標に対して、元の異議申立人は裁判所に訴訟を提起することができず、

商標評審委員会に当該商標の無効を宣告するよう請求することしかできません。当該請

求は「一事不再理」の原則の制限を受けません。元の異議申立人は、異議申立プロセス

においてプロセス上の権利の一部が被異議申立人より欠如している状況において、無効

宣告請求において権利を十分に主張し、不登録決定不服審判プロセスの影響を免れるこ

とを保障するために、今回の規則改正において、このような案件について商標評審委員

会が「別途合議体を結成して審理しなければならない」と明確に規定しました。ここで、

特に説明すべきことは、元の異議申立人が無効宣告を請求する場合に限って、本規則は

適用されるということです。ここにいう「別途」とは、改めて裁定を下す、又は、再審

を行う案件において別途合議体を結成するという民事訴訟法にある規定を参照して、無

効宣告プロセスにおける元の不登録決定手続きの審判官とは異なる 3 名の審判官が本

件を審理することを意味します。 

② 第 31 条：先行権利案件の結果を待つという規定の追加

第三十一条 商標法第三十五条第四項、第四十五条第三項と実施条例第十一条第

（五）号の規定に基づいて、先行権利案件の審理結果を待つ必要がある場合には、商

標評審委員会はしばらく当該商標審判案件の審理を見合わせるよう決定を下すこと

ができる。 

新商標法において審査・審理期限に関する規定を追加したのは社会のニーズに応じる

ためで、商標の権利付与・権利確定の業務レベルの向上にも有益です。しかし、法定の

審理プロセスにおける審理期間とは、商標評審委員会の審理期間及び当事者のプロセス

権利を行使する期間とから構成されます。審理効率の向上を目指し、当事者の権利行使

期間を縮めることなく、先行権利の不確定により当事者の権利を害することを防止する

ために、新商標法第 35 条第 4項、第 45 条第 3項に案件審理の中止プロセスを設けるこ

とで、双方当事者に係る審判案件において先行権利の確定を待つ必要があるという問題

を解決することができました。これに基づき、商標評審委員会は職権により審理を中止

することができるようになりました。実施条例第 11 条 5 号において、「審理中、案件請
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求人の請求により先行権利案件の結果を待つ期間」は審理期間に入れないことが規定さ

れています。この規定は、主に不登録決定不服審判において請求人の請求により審理を

猶予し、先行権利の確定を待つ状況のことをいいます。 

新商標法及び新実施条例の上述の規定を実施するために、商標評審委員会が審理を猶

予するか否かについて当事者に予想できるようにさせる一方、商標審判プロセスを規範

化し、行政効率を追求すると同時に最大限に当事者の利益を保障するために、新評審規

則には第 31 条を追加し、上述の法律規定に定められた状況下で、商標評審委員会は商

標審判案件の審理を猶予できることも明確にしました。 

③ 第 35 条：審判決定・裁定の商標局への引き渡し、執行時間の延長 

第三十五条 当事者は商標評審委員会が下した決定、裁定を不服として人民法院に

訴訟を提起する場合には、人民法院に訴状を提出すると同時に又は遅くとも１５日以

内に、商標評審委員会にその訴状の副本を送付するか、又は別途書面にて訴状の情報

を通知しなければならない。 

商標評審委員会が下した初歩査定又は登録査定決定を除き、商標評審委員会は、決

定、裁定を発送した日から４ヶ月以内に人民法院からの応訴通知又は当事者が提出し

た訴状副本、書面による提訴通知を受け取らなかった場合、その決定、裁定を執行の

ために商標局に移送する。 

商標評審委員会は当事者の訴状副本又は書面による提訴通知を受け取った日から

４ヶ月以内に人民法院から応訴通知を受け取らなかった場合、かかる決定、裁定を執

行のために商標局に移送する。 

新旧評審規則第 35 条には、「当事者は商標評審委員会が下した決定、裁定を不服とし

て人民法院に訴訟を提起する場合には、人民法院に訴状を提出すると同時に又は遅くと

も 15 日以内に、商標評審委員会にその訴状の副本を送付するか、又は別途書面にて訴

状の情報を通知しなければならない」と規定されています。この規定について、多くの

当事者及び代理人は、人民法院が関連法律規定により訴状の副本を商標評審委員会に転

送する義務があるにも関わらず、すでに人民法院に提出した副本を再度商標評審委員会

に送付するという評審規則の規定が当事者の負担を増やしているのではないかと問題

視していました。しかし、実際には、自ら副本を商標評審委員会に送付するかどうかは、

商標評審委員会の決定・裁定の執行に大きな影響を与えることがあります。例えば、一

部の渉外行政訴訟案件において、外国当事者が人民法院に提訴してから、最長 4 ヶ月（30

日以内に提訴し、3ヶ月以内に公証、認証資料等の補充提出をした場合）かかりました。

ただし、旧評審規則には、商標評審委員会がその下した決定又は裁定の発送日から60 日

以内に人民法院又は当事者から当該決定、裁定に関する起訴の情報を受け取っていない

場合、関係当事者が裁判所に起訴しなかったとみなされ、当該決定、裁定を商標局に移

送し執行すると規定されているため、権利者が人民法院に提訴することにより、ただち

に発効しないはずの裁定が発効してしまい、後続手続（該当商標が引用商標として使用

第三章 審理



 

- 58 - 

されていた異議申立、拒絶不服審判手続、部分的拒絶決定において初歩査定された部分

の公告手続き等）まで大きな影響を与えた案件がありました。このような状況の発生理

由は、商標評審委員会が適時に訴状の副本を受領していないため、かかる審決が商標局

において執行されたからであると思われます。したがって、新評審規則が執行猶予を 4

ヶ月まで延長しましたが、万が一、行き違い等があった場合に備えて、訴状の副本を必

ず商標評審委員会に別途提出することをおすすめします。ただし、実務において、当事

者が商標評審委員会に提訴通知を提出したが、実際に裁判所に訴訟を提起しなかった、

又は裁判所に受理されなかった、又は当事者が自ら訴訟を撤回したこともあります。こ

の場合、当事者が適時に商標評審委員会に通知しなかったら、審判案件がずっと執行中

止の状態に置かれていることになるため、新評審規則第 35 条には、「商標評審委員会は

当事者の訴状副本又は書面による提訴通知を受け取った日から 4 ヶ月以内に人民法院

から応訴通知を受け取らなかった場合、かかる決定、裁定を執行のために商標局に移送

する」という条文が新規に規定されました。これに基づき、当事者は審判決定・裁定の

発送日から 4 ヵ月以内に商標評審委員会に提訴通知を提出すれば、商標評審委員会は当

該決定・裁定の執行を中止し、同時に、情報管理システム（評審委員会内部（審判官）

用システム）に記録され、提訴通知を受け取った日から 4 ヵ月待ち続けることになりま

す。もし、提訴通知を受け取った日から待ち続ける 4 ヵ月以内に人民法院より正式な提

訴通知を受け取らなければ、当該案件を引き続き商標局に移送し、執行させることにな

ります。実務において、通常、大多数の案件は 8ヵ月以内に、関係者が裁判所の正式な

提訴通知を受領することができるため、当該規定は執行する効率を向上させるともいえ

ます。 

④ 第 36 条：審判決定・裁定を下した後の撤回及び更正に関する規定の追加 

第三十六条 第一審行政訴訟手続において、商標審判の決定、裁定に引用された商

標が既に先行権利を失ったことで、決定、裁定の事実認定、法律適用が変化した場合

には、原告が訴訟を取り下げたことを前提に、商標評審委員会は、元の決定又は裁定

を撤回し、新しい事実に基づいて、改めて商標審判の決定又は裁定を下すことができ

る。 

商標審判の決定、裁定が当事者に送達された後、商標評審委員会は、それに誤記等

実質的でない間違いを発見した場合、審判当事者に訂正通知書を送付して誤記を訂正

することができる。 

新評審規則には第 36 条を追加し、審判決定・裁定を下した後の撤回及び更正につい

て明確に規定しました。そのうち、第 1項は、実務の訴訟段階において事情の変更によ

り審判決定・裁定の認定事実又は法律の適用が変わる状況に対して、当事者の権利保護

のコストを下げ、行政・司法の効率を高めるための追加規定です。二審の段階で審判決

定・裁定を撤回すると、一審の判決の効力に影響が出ることに鑑み、本条文では、商標

評審委員会が決定・裁定を自ら撤回するのは一審訴訟の段階に限りました。同時に、本
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条文において、事情の変更というのは、「商標審判の決定、裁定に引用された商標が既

に先行権利を失った」状況に限定していることに注意をしてください。当事者が合意に

達した、又は当事者が案件の実体結果を左右できる新証拠を提出した場合等は、本条文

に定められた商標評審委員会が決定・裁定を自ら撤回する状況に該当しません。なお、

行政訴訟は原告が提起したプロセスであるため、商標評審委員会は一審の段階で決定・

裁定を撤回するとき、前提として、原告が自ら訴訟を取り下げることが要求されます。 

第 2項は、審判決定・裁定にある実質的ではないミスに関する訂正方式です。実務に

おいて、審判決定・裁定にある実質的ではないミスは当事者の実体権利に影響を及ぼさ

ず、元の決定・裁定を撤回し、改めて下すとしたら、行政資源を浪費し、かつ当事者の

提訴期限の計算にも影響が出ます。したがって、新評審規則には、このような状況につ

いて商標評審委員会は、当事者に訂正通知書を発行することにより、ミスの内容を訂正

することができると特に規定しました。 

⑤ 第 37 条：人民法院の判決を執行するための再審プロセスの規範化

第三十七条 商標審判の決定、裁定が人民法院の発効判決により取消された場合、

商標評審委員会は、改めて合議体を結成して、速やかに審理し、再審決定、裁定を下

さなければならない。 

再審手続において、商標評審委員会は、当事者が新たに提出した審判請求と法的根

拠は再審範囲に入れない。当事者が補充として提出した、案件の審理結果に影響しう

る証拠を採用することができ、相手方当事者がいる場合には、尋問のために相手方当

事者に送達しなければならない。 

人民法院の判決を執行するための再審を規範化するために、今回規則において第 37

条を追加し、人民法院の判決を執行する再審プロセスについて規定しました。そのうち、

第 1 項では、商標評審委員会は「改めて」合議体を構成し、「速やかに」審理を行うと

明確に規定しました。この再審プロセスは人民法院の判決を執行するためであり、合議

体のメンバー構成は、実質的には、当事者の実体的な権利に影響を与えません。したが

って、実際のニーズから本条文は前述の民事訴訟法のように「別途」という用語を採用

せず、実務において、「改めて」合議体を構成するというのは、通常、元の主な審判官

1 人は変更せず、もう 2 人の審判官を変更したうえ 3 人の合議体を構成して、再審を行

うということです。また、第 2項では、再審プロセスの審理範囲についても制限し、「再

審プロセスにおいて、商標評審委員会は、当事者が新しく提出した審判請求及び法的根

拠を再審範囲に入れません。なお、当事者が補足提出した案件の審理結果を左右できる

証拠を採用することができ、相手方当事者がいる場合、相手方当事者に送達して証拠調

べ手続きを行わなければならない」と明確に規定しました。 

第三章 審理
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（4） 第四章 証拠規則 

① 第 38 条第 2 項：証拠形式の明確化

第三十八条 当事者は、その提出した審判請求の根拠となる事実又は相手方の審判

請求に反駁する根拠となる事実について、証拠を提出してそれを証明する責任があ

る。 

証拠には、書証、物証、視聴覚資料、電子データ、証人証言、鑑定意見、当事者陳

述等を含む。 

証拠がない又は証拠によって当事者の事実主張を充分に証明できない場合、立証責

任のある当事者がその不利な結果を負うものとする。 

一方当事者が他方当事者の陳述した案件事実を明確に認めている場合、他方当事者

は立証する必要がない。ただし、商標評審委員会が立証する必要があると判断した場

合には、この限りではない。 

当事者が代理人に審判への参加を委託した場合、代理人による承認は当事者による

承認とみなす。ただし、特別に授権されていない代理人による事実承認により、直接

に相手方の審判請求を認めることになった場合には、この限りではない。当事者がそ

の場に同席していながら、その代理人による承認を否定しなかった場合には、当事者

による承認とみなす。 

本条項には、「証拠には、書証、物証、視聴資料、電子データ、証人証言、鑑定意見、

当事者の陳述等を含む」と規定しました。実務において、商標評審委員会に提出する商

標使用に関する証拠形式について、主に以下のとおりです（含まれるが限定されない）。 

 商標の実物又は商品包装実物。

 販売契約、インボイス、納品伝票、銀行振込確認書、輸出入の証拠（税関申告、出

荷伝票、運送状、原産地証明、インボイス等）。

 広告契約、ラジオ放送、映画、テレビ、新聞、定期刊行物、インターネット、室外

広告、展示会（取引会）、会員誌及びかかるインボイス、映像放送証明等。

 受賞証明書。

 新聞、テレビ、インターネット等メディアにおける宣伝報道。

 信憑性のある機構が発行した市場占有率等に関するランキング等の統計資料、利害

関係のない第三者が発行した商標知名度に関する評価。

 展示会・博覧会への参加資料、商標を付した商品に係る許可、検査書類等。

② 第 44 条第 2 項：証拠調べの必要性の規定

第四十四条 審判官は、案件の全ての証拠について、各証拠の案件事実との関連度、

各証拠間の関係等の角度から総合的に審査、判断しなければならない。 

相手方当事者がいる場合、交換・尋問を経ていない証拠を採用してはならない。 

4. 商標評審規則
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間に立ち、商標の権利付与・権利確定・係争を判断するのは商標評審委員会の重要な

職能です。評審規則の毎回の改正は、証拠規則及び証拠調べ手続きを徐々に整備する過

程です。2002 年の評審規則では、審判案件において請求人が 2 回の挙証及び 1 回の証

拠調べの機会があるのに対して、被請求人は 1 回の挙証と証拠調べの機会しかなく、両

者は平等ではなく、法定期間中に提出した証拠は相手当事者に発送し、証拠調べ手続き

を行うのも明確ではありませんでした。したがって、2005 年の評審規則には第 20 条の

規定を追加し、当事者が法定期間中に提出した証拠について、相手当事者がいる場合、

商標評審委員会は当該証拠資料を相手当事者に発送し、指定期間内に証拠調べの機会を

与えなければならないと明確に規定しました。審判案件の審理における証拠の採用をさ

らに規範化するために、新評審規則には第 44 条第 2項を追加し、「相手当事者がいる場

合、証拠調べ手続きを経ていなければ、かかる証拠を採用してはいけない」と明確に規

定しました。 

（5） 第五章 期間、送達 

① 第 53 条：提出形式及び提出期間の計算方法及び提出文書に対する要件

第五十三条 当事者が商標評審委員会に提出した文書又は資料の提出日について

は、手交した場合、手交日を提出日とする。郵送した場合、差出しの消印の日付を提

出日とする。消印の日付がはっきり見えない又は消印が無い場合、商標評審委員会が

実際に受取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の消印の日付の証拠を提出

できる場合は、この限りではない。郵便局以外の宅配業者を通じて提出した場合、宅

配業者の受領発送日を提出日とする。受領発送日がはっきりしない場合には、商標評

審委員会が実際に受取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の受領発送日の

証拠を提出できる場合は、この限りではない。データ電文方式で提出した場合、商標

評審委員会の電子システムに入った日を提出日とする。 

当事者が商標評審委員会に文書を郵送するに当たっては、書留郵便を採用しなけれ

ばならない。 

当事者が商標評審委員会に文書を提出するに当たっては、商標の出願番号又は登録

番号、出願人の名称を文書に明記しなければならない。提出文書の内容については、

書面にて提出した場合、商標評審委員会が保管している保存ファイルの記録に準ず

る。データ電文方式で提出した場合、商標評審委員会のデータベースの記録に準ずる。

ただし、当事者が商標評審委員会の保存ファイルやデータベースの記録にミスがある

ことを証明する証拠を確実に有する場合は、この限りではない。 

実務において、一部の当事者は、商標評審委員会に文書を提出するとき、郵送ではな

く、宅配方式を選択しています。宅配方式による提出の場合、配達の消印日がないため、

受領日を確認することができません。新評審規則では、このような宅配による提出方式

の提出日は、宅配業者の受領発送日とされました。もし、宅配業者の受領日が不明であ

第五章 期間、送達
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る場合、商標評審委員会の受領日に準じます。ただし、当事者は、宅配業者の受領発送

日について証拠を提出することができる場合、この限りではありません。また、データ

電文方式で提出する場合、商標評審委員会の電子システムに入った日に準じます。また、

当事者が、商標評審委員会に文書を郵送する場合、書留郵便を採用しなければならない

と特に規定しました。 

また、新評審規則第 53 条第 3 項には、提出文書について明確に規定しました。当該

条項において、「当事者が商標評審委員会に文書を提出するに当たっては、商標の出願

番号又は登録番号、出願人の名称を文書に明記しなければならない。提出文書の内容に

ついては、書面にて提出した場合、商標評審委員会が保管している保存ファイルの記録

に準ずる。電子データ方式で提出した場合、商標評審委員会のデータベースの記録に準

ずる。ただし、当事者が商標評審委員会の保存ファイルやデータベースの記録にミスが

あることを証明する証拠を確実に有する場合は、この限りではない」と規定しました。 

② 第 54 条：文書送達の効率の向上

第五十四条 商標評審委員会の各種文書は、郵送、手交、データ電文又はその他の

方式によって当事者に送達することができる。データ電文方式で当事者に送達する場

合、当事者の承認を得なければならない。当事者が商標代理組織に委託した場合、文

書を商標代理組織に送達したことにより、当事者に送達したものとみなす。 

商標評審委員会が当事者に各種文書を送達する送達日については、郵送した場合、

当事者が受け取った消印の日付を提出日とする。消印の日付がはっきり見えない又は

消印が無い場合、文書を発送した日より１５日満了をもって当事者に送達したとみな

す。ただし、当事者が実際の受取日を証明できる場合は、この限りではない。手交し

た場合、手交日を提出日とする。データ電文方式で送達した場合、文書を発送した日

より１５日満了をもって当事者に送達したものとみなす。上記方式により文書を送達

することができない場合には、公告をもって当事者に送達することができ、公告発布

日より３０日満了をもって送達したものとみなす。 

商標評審委員会が当事者に文書を郵便で送達したが戻されて公告をもって送達し

た場合には、後続文書はいずれも公告をもって送達する。ただし、公告をもって送達

された後に、当事者があて先住所を明確に告知した場合は、この限りではない。 

実務において、当事者の住所変更等の原因によって、商標評審委員会が当事者に郵送

した書類が返送されることが多々あります。これらの書類は公告により送達することし

かできません。法改正前に、郵送を経て返送された後、公告により送達した案件におい

て、後続書類を送達する際、商標評審委員会は依然として先に郵送し、返送されたら、

また公告により送達する方式を採用していました。しかしながら、実際には、公告送達

を経て、当事者がかかる書類を受け取らず、かつ明確に住所変更のことを通知しなかっ

た場合、その後も同様に郵送により送達した場合、依然として返送され、公告により送

達することになります。これは、実質的には行政資源を浪費し、送達のプロセス期間を

4. 商標評審規則
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不必要に伸ばすことになります。新評審規則には、司法プロセスの書類送達に関する方

法を参照し、「商標評審委員会が当事者に文書を郵便で送達したが戻されて公告をもっ

て送達した場合には、後続文書はいずれも公告をもって送達する。ただし、公告をもっ

て送達された後に、当事者があて先住所を明確に告知した場合は、この限りではない」

と規定し、再度郵送して返送されるという不必要なプロセスを免れることができるよう

になりました。 

③ 第 55 条：外国当事者の法律文書の送達方式

第五十五条 実施条例第五条第三項の規定に基づいて、商標審判案件の被請求人又

は元の異議申立人が中国に恒常的な住所又は営業所がない外国人又は外国企業であ

る場合、当該審判商標登録出願書類に明記された国内受取人が商標審判手続に関連す

る法律文書を受け取る。商標評審委員会が関連法律文書を当該国内受取人に送達した

ことにより、当事者に送達したとみなす。 

前項の規定に基づいて国内受取人を確定できない場合、商標局の原審手続における

又は最後に当該商標関連業務の処理を請求した商標代理機構が、商標審判手続におけ

る関連法律文書の署名受取と転送の義務を負う。商標評審委員会が関連法律文書を当

該商標代理機構に送達する。商標代理機構は関連法律文書が送達される前に既に国外

の当事者と商標代理関係を解除した場合、書面にて商標評審委員会に関連状況を説明

し、文書を受け取った日より１０日以内に関連法律文書を商標評審委員会に返却しな

ければならない。商標評審委員会が別途送達する。 

マドリッド国際登録商標は国際事務局が転送する関連書類に係る場合、相応の送達

証拠を提出しなければならない。提出しなかった場合、書面にて原因を説明しなけれ

ばならず、国際事務局から文書を発送した日から１５日満了をもって送達したものと

みなす。 

上記の方法により送達できない場合には、公告により送達する。 

実務において、外国当事者の法律文書の送達が困難であるという問題を解決するため

に、実施条例第 5条第 3 項には、外国当事者が商標登録出願又は商標譲渡の手続きを行

うとき、願書・申請書において後続の商標業務における法律書類を受け取る中国国内の

受取人を指定しなければならないと規定しています。実施条例の規定に基づき、新評審

規則の第 55 条第 1 項において、審判案件の被請求人又は元の異議申立人が外国当事者

である場合、当該審判商標の出願書類又は申請書に記載された国内受取人が商標審判プ

ロセスの関連法律書類を受領する責任を負い、商標評審委員会はかかる法律書類を当該

国内受取人に送達すれば、当事者に送達したものとみなすことを明確に規定しました。 

新商標法を施行する前に、大量の外国当事者が出願の際に国内受取人を指定しなかっ

たことに鑑み、このような案件の送達問題を解決するために、新評審規則には、実務に

おいて長期間に実施し続け、かつ比較的成熟した方法を取り入れることで、第 55 条第

2 項には、「前項の規定に基づいて国内受取人を確定できない場合、商標局の原審手続

における又は最後に当該商標関連業務の処理を請求した商標代理機構が、商標評審手続

第五章 期間、送達
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における関連法律文書の署名受取と転送の義務を負う。商標評審委員会が関連法律文書

を当該商標代理機構に送達する。商標代理機構は関連法律文書が送達される前に既に国

外の当事者と商標代理関係を解除した場合、書面にて商標評審委員会に関連状況を説明

し、文書を受け取った日より 10 日以内に関連法律文書を商標評審委員会に返却しなけ

ればならない。商標評審委員会が別途送達する」と規定しました。 

（6） 第六章 附則 

① 第 57 条：新旧法適用の基本原則の確定

第五十七条 当事者が、商標局が下した商標登録出願拒絶決を不服として２０１４

年５月１日以前に商標評審委員会に審判を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月

１日以降（５月１日を含む。以下同じ。）に審理した案件については、改正後の商標

法を適用する。 

当事者が、商標局が下した異議裁定を不服として２０１４年５月１日以前に商標評

審委員会に審判を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月１日以降に審理した案件

については、当事者異議申立と審判の主体資格は改正前の商標法を適用し、その他の

手続上の事項及び実体的事項は改正後の商標法を適用する。 

既に登録査定された商標については、当事者が２０１４年５月１日以前に商標評審

委員会に争議と審判取消を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月１日以降に審理

した案件については、関連手続上の事項は改正後の商標法を適用し、実体的事項は改

正前の商標法を適用する。 

当事者が２０１４年５月１日以前に商標評審委員会に請求した商標審判案件につ

いては、２０１４年５月１日より審理期間を起算する。 

新旧法適用の基本原則を確定するのは、新商標法及び新実施条例の順調な施行を保証

する重要な前提です。新旧法の適用は一定の期間内に長期的に併存していることに鑑み、

評審規則に明確に規定することが必要となります。これは今回の規則改正の重要な内容

の一つです。評審規則第 57 条には、『最高人民法院による商標法の改正決定が施行され

た後の商標案件の管理及び法律適用問題に関する解釈』に定められた基本主旨に従って、

商標の権利付与・権利確定の各種類の案件の特徴を踏まえ、2014 年 5 月 1 日までに登

録されていない商標と登録した商標を区別し、「法律不遡及」の原則を適用すると同時

に、新商標法において異議申立プロセスの設置の変更という特殊性も考慮しました。 

まず、まだ登録していない商標について、商標登録の品質を向上させ、新商標法の規

定を確実に施行する観点から、実体審査と手続きにおいて新商標法に従うことを基本原

則とします。新評審規則には、「当事者が、2014 年 5 月 1 日以前に商標局の下した商標

登録出願拒絶決定に不服があり、商標評審委員会に審判を請求し、商標評審委員会が

2014 年 5 月 1 日以降に審理した案件については、申商標法を適用する」旨、また、「当
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事者が、2014 年 5 月 1 日以前に商標局の下した異議裁定に不服があり、商標評審委員

会に審判を請求し、商標評審委員会が 2014 年 5 月 1 日以降に審理する案件について、

異議申立又は審判を請求する当事者の主体資格については旧商標法を適用し、他の手続

上の事項及び実体的事項は共に新商標法を適用する」旨規定しています。 

また、既に登録された商標については、商標登録の安定性を維持し、当事者の利益を

保護する観点から、「法律不遡及」の原則に従うべきであることも明らかにしています。

新評審規則には、「既に登録査定された商標については、当事者が 2014 年 5 月 1 日以前

に商標評審委員会に争議と審判取消を請求し、商標評審委員会が 2014 年 5 月 1 日以降

に審理した案件については、関連手続上の事項は改正後の商標法を適用し、実体的事項

は改正前の商標法を適用する」旨規定しました。 

審判案件の審理期限に関する規定は新商標法に新規追加した内容であり、施行中に論

争が生じることを回避するために、新評審規則には特別に、「当事者が 2014 年 5 月 1 日

以前に商標評審委員会に請求した商標審判案件については、2014 年 5 月 1 日より審理

期間を起算する」と規定しました。 

第六章 附則
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5. 工商総局による改正実施後の「中華人民共和国商標法」

に関する問題の通知 

国家工商行政管理総局は改正後の『中華人民共和国商標法』の施行を徹底するため、

2014 年 4 月 17 日に「改正実施後の『「中華人民共和国商標法」』に関する問題の通知」

を公布しました。各種の商標案件、商標審判案件の審査、審理中に直面した旧商標法か

ら新商標法への移行に係る問題について詳細に規定しました。当該通知のうち、2014

年 5 月 1 日の前に登録が認められていない商標と既に登録された商標を区別して、「法

は過去に遡及しない」の基本原則を適用すると同時に、当事者の利益を保護する観点か

ら、条件付きで原則を採用しています。簡単にいうと、新商標法はそれが発効した後の

事件と行為に対して有効で、発効する前の事件と行為には遡及しません。具体な内容は

以下の通りです。 

（1） 商標登録事項について 

① 各種の商標登録出願案件、異議申立案件が適用する法律の問題について

2014 年 5 月 1 日以前に商標局に提出した商標登録、異議申立、変更、譲渡、更新、

商標取消、商標抹消、使用許諾届出等の商標申請に対して、商標局が 2014 年 5 月 1 日

以降に下す行政決定には、新商標法が適用されます。 

但し、異議申立案件における異議申立人の主体資格と異議申立理由の審査に対しては、

旧商標法が適用されます。これは、新商標法が異議申立人の主体資格と異議申立理由を

新たに定めましたが、実際には異議申立人に対して新たに主体資格証明書と利害関係証

明を提出することを要求する可能性は低く、新商標法に従い、異議申立人に対して異議

申立理由書を修正させる可能性も低いので、旧商標法から新商標法への過渡期において、

異議申立人の主体資格と異議申立理由の審査に対しては、依然として旧商標法が適用さ

れます。 

② 商標案件審査期限の計算問題

2014 年 5 月 1 日前に商標局に提出した商標登録、異議申立、商標登録の取消は、2014

年 5 月 1 日から審査期限を起算します。 

しかし、被異議申立商標の初歩査定の公告日から 2014 年 5 月 1 日まで 3 ヶ月未満の

場合、公告期間が満了する日、即ち、異議申立期限が満了する日から審査期限を起算し

ます。 

5. 工商総局による改正実施後の

　「中華人民共和国商標法」に関する問題の通知



- 67 - 

（2） 商標審判について 

① 各種の商標審判案件の適用する法律について(2014 年 5 月 1 日以降に審理する

案件)

 商標登録出願拒絶決定不服審判案件：審理は新「商標法」を適用します。

 異議裁定不服審判案件：主体資格は旧「商標法」を適用します。その他の規定に関

する問題と実体に関する問題は新「商標法」を適用します。

 登録商標に関する争議請求案件及び取消不服審判案件：方式問題は新「商標法」を

適用します。実体問題は旧「商標法」を適用します。

② 商標審判案件の審査期限を計算する問題について

2014 年 5 月 1 日以前に商標評審委員会に提出した商標審判案件は、2014 年 5 月 1 日

から審査期限を起算します。 

（3） 商標監督管理について 

① 商標違法行為の時間と適用法律に関する問題について

商標違法行為が 2014 年 5 月 1 日以前に発生した場合、旧「商標法」を適用して審理

する。 

商標違法行為が 2014 年 5 月 1 日以前に発生して、2014 年 5 月 1 日をまたがったもの

については、新「商標法」が適用されます。 

② 「馳名商標」を使用する行為に対して適用する法律の問題について

改正「商標法」第 14 条の規定により、生産、経営者は、商品、商品の包装又は容器、

あるいは広告宣伝、展示及びその他の商業活動において、「馳名商標」の表示を使用し

てはいけません。もし 2014 年 5 月 1 日以降にそのような行為が生じた場合には、新「商

標法」が適用されます。即ち、2014 年 5 月 1 日以降に流通している商品は「馳名商標」

を付してはいけません。 

しかし、2014 年 5 月 1 日以前にすでに「馳名商標」を付した商品があって、かつ流

通している場合を除きます。これは新「商標法」は公表から施行まで 8ヶ月間の準備期

間がありましたが、短期間であったため、2014 年 5 月 1 日以前に流通している「馳名

商標」を付した商品に一定の猶予期間を与えて、市場において全てを消尽させるという

ものです。それと同時に工商行政管理部門は新「商標法」実施の猶予期間には、大規模

な取り締まりと罰金を科すことはしないことを明らかにしました。一旦発見された場合、

通常は、企業に適時に是正することを要求します。 

5. 工商総局による改正実施後の
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6. 商標評審委員会による商標法改正決定実施後の商標審判

案件に関する問題の通知 

商標評審委員会は、改正後の『中華人民共和国商標法』の施行を徹底して、当事者の

法による権利主張に便宜を図るために、2014 年 5 月 7 日に「商標評審委員会による商

標法改正決定実施後の商標審判案件に関する問題の通知」を公布しました。商標審判案

件の関連問題について通知して、具体的な内容は以下の通りです。 

（1） 商標法改正決定施行前に提出した争議案件 

新「商標法」は、従来の争議手続きを取り消して、無効審判請求手続きに改正しまし

た。したがって、請求人が新商標法施行前に請求して、商標評審委員会の審理がまだ終

わっていない争議案件は、商標評審委員会が新商標法施行後に審理する際、無効審判請

求案件を参照して審理し、無効審判請求の審決を下します。 

（2） 異議申立不服審判の請求について 

新「商標法」が異議申立手続きを修正して、異議申立理由が成立して、被異議申立商

標の登録が拒絶された場合、被異議申立人は不服審判を請求する権利を有します。それ

に対して、異議申立理由が成立しなかった場合、被異議申立商標は直接登録されます。

しかし、商標局が新商標法施行前に下した異議裁定について、当事人が 2014 年 5 月 1

日前（5月 1 日を含まない）に異議申立人に送達した場合、旧「商標法」の規定を適用

します。異議申立人は旧商標法により異議申立不服審判を請求する権利を有します。新

商標法の施行後、新規定により、異議申立人には、不服審判を請求する権利はありませ

んが、旧商標法による権利が奪われるべきではないので、商標評審委員会は当該法定期

限内に提出した異議申立不服審判請求を受理すべきです。 

（3） 審判案件の文書様式について 

商標評審委員会が関連案件の新様式を公表しました。2014 年 5 月 1 日以降、新様式

で提出しなければなりません。それに、一部の出願人の手書きの書類に対して、商標評

審委員会は本条において紙文書にて提出する書類資料は、印字又は印刷したものでなけ

ればならないということを明確にしました。 

6. 商標評審委員会による商標法改正決定実施後の
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（4） 審判案件の費用を納付する規定について 

新「商標法」が施行される前は、商標評審委員会から請求人に対して、手数料を納付

していない審判案件請求について手数料を納付するように通知しましたが、新「商標法」

と新「商標法実施条例」の施行後、本通知第 4 条の規定により、商標評審委員会が請求

人に手数料を納付するよう補正通知することなく、不受理の決定を下します。したがっ

て、適時に費用を納付することが受理の必要条件の一つとなりました。 

6. 商標評審委員会による商標法改正決定実施後の

商標審判案件に関する問題の通知
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7. 最高人民法院「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄

と法律適用の問題に関する解釈」 

最高人民法院は改正後の「中華人民共和国商標法」の施行を徹底するため、2014 年 4

月 15 日に「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関する解釈」

(以下は「解釈」という)を公布しました。最高人民法院が商標案件を審理する管轄と法

律適用問題に対して、詳細に規定しました。具体な内容については、以下の通りです。 

（1） 第 1 条：人民法院が受理する商標事件のタイプ 

第一条 人民法院は次の各号に掲げる商標事件を受理する。 

１．国務院工商行政管理部門商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という。）

が下した再審の決定又は裁定に対する不服申立に係る行政事件 

２．工商行政管理部門が下した商標に関わるその他の具体的行政行為に対する不服

申立に係る事件 

３．商標権の帰属をめぐる紛争事件 

４．商標専用権の侵害をめぐる紛争事件 

５．商標専用権の不侵害の確認をめぐる紛争事件  

６．商標権譲渡契約をめぐる紛争事件 

７．商標使用許可契約をめぐる紛争事件 

８．商標代理契約をめぐる紛争事件 

９・訴訟前の商標専用権侵害停止の請求をめぐる事件 

10．専用権侵害停止の請求に起因する侵害責任をめぐる事件 

11．商標の紛争に起因する訴訟前財産保全の請求をめぐる事件 

12．商標の紛争に起因する訴訟前証拠保全の請求をめぐる事件 

13．その他の商標事件 

本条は、人民法院が受理する商標事件の種類を明確に規定しました。商標評審委員会

が下した不服審判決定又は裁定に不服とする行政案件、工商行政管理機関が下した商標

に係るほかの具体行政行為の案件、商標権の権利帰属に関する紛争事件、商標専用権侵

害に関する紛争事件、商標専用権の不侵害確認紛争事件、商標権譲渡契約に関する紛争

事件等が含まれています。すなわち、人民法院が受理する商標事件の種類は従来の 10

種類から 13 種類に増加しました。新たに「商標専用権の不侵害の確認をめぐる紛争事

件」、「商標代理契約をめぐる紛争事件」及び「専用権侵害停止の請求に起因する侵害責

任をめぐる事件」が追加されました。 

7. 最高人民法院
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（2） 第 2 条、第 3 条：案件を管轄する規定について 

第二条 商標評審委員会が下した再審の決定又は審決に対する不服申立に係る行

政事件及び国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という。）が下した商標に

関する具体的行政行為をめぐる事件は、北京市の関連中級人民法院が管轄する。 

第三条 第一審の商標民事事件は、中級以上の人民法院及び最高人民法院が指定し

た基層人民法院が管轄する。 

馳名商標保護に関わる民事事件、行政事件は、省、自治区の人民政府所在地の市、

計画単列市、直轄市の管轄区にある中級人民法院並びに最高人民法院が指定するその

他の中級人民法院が管轄する。 

第 2条は、明確に「商標評審委員会が下した再審の決定又は審決に対する不服申立に

係る行政事件及び国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という。）が下した商

標に関する具体的行政行為をめぐる事件は、北京市の関連中級人民法院が管轄する」と

規定しています。第 3 条は、「馳名商標保護に関わる民事事件、行政事件は、省、自治

区の人民政府所在地の市、計画単列市、直轄市の管轄区にある中級人民法院並びに最高

人民法院が指定するその他の中級人民法院が管轄する」と規定しています。 

2014 年 8 月 31 日に第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 10 回会議において、「北

京、上海、広州において知的財産権法院を設立することに関する全国人民代表大会常務

委員会の決定」が通過しました。北京には、その規定により、2014 年 11 月 6 日に正式

に北京知的財産権法院が設立されました。同年年末、上海と広州においても、知的財産

権法院が設立されました。したがって、知的財産権法院の所在都市の基層人民法院が審

理する第一審の著作権、特許権、商標権等の知財民事と行政案件の判決、裁定に対する

上訴案件は、知的財産権法院において審理されることになりました。 

ただし、国務院行政部門の裁定又は決定を不服とする第一審の知的財産権利付与、権

利確定に関わる行政案件は、北京知的財産権法院より管轄されます。 

（3） 第 5 条～第 9 条：各類の商標案件の適用する法律の規定について 

第五条 改正商標法の施行決定前に提起された商標登録出願及び商標権存続期間

更新登録出願について、商標局が施行決定後に当該商標登録出願に対して不受理又は

不更新の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は、

その審査において改正後の商標法を適用する。  

改正商標法の施行決定前に提起された商標をめぐる異議申立について、商標局が施

行決定後に当該異議申立に対して不受理の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴

訟を提起した場合、人民法院はその審査において改正前の商標法を適用する。 

第六条 改正商標法の施行決定前に、当事者が、登録が許可されていない商標につ

いて再審を請求し、商標評審委員会が施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事

者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は、その審査において改正後の

7. 最高人民法院
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商標法を適用する。 

改正商標法の施行決定前に受理された商標の再審請求について、商標評審委員会が

施行決定後に登録許可の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場

合、人民法院はこれを受理しない。商標評審委員会が施行決定後に登録不許可の決定

を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は関係する訴権と

主体資格の問題を審理するときには、改正前の商標法を適用する。 

第七条 改正商標法の施行決定前にすでに登録が許可された商標について、商標評

審委員会が施行前の受理を決定し、施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事者

がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は、関係する手続問題を審理する

ときには、改正後の商標法を適用し、実体問題を審理するときには、改正前の商標法

を適用する。 

第八条 改正商標法の施行決定前に受理した関連する商標事件について、商標局、

商標評審委員会が施行決定後に決定又は審決を下し、当事者がそれに対して行政訴訟

を提起した場合、人民法院は、当該決定又は審決が商標法の審査期限に関する規定に

適合するかどうかを認定するときには、改正施行決定の日から当該審査期限を計算し

なければならない。 

第九条 本解釈に別途定めがある場合を除いて、改正商標法の施行決定後に、人民

法院が受理した商標民事事件が、当該施行決定前に発生した行為に関わるときには、

改正前の商標法の規定を適用する。当該施行決定前に発生し、当該施行決定後も係属

している行為に関わるときには、改正後の商標法の規定を適用する。 

「解釈」は当事人が行政訴訟を提起する情況により、人民法院が審査する時に適用す

る法律を規定しました。具体的には以下の通りです。 

案件タイプ 適用する法律 

改正商標法の施行決定前に提起された商標登録出願

及び商標権存続期間更新登録出願について、商標局が

施行決定後に当該商標登録出願に対して不受理又は

不更新の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴訟

を提起した場合。 

新「商標法」 

改正商標法の施行決定前に提起された商標をめぐる

異議申立について、商標局が施行決定後に当該異議申

立に対して不受理の決定を下し、当事者が行政訴訟を

提起した場合。 

旧「商標法」 

7. 最高人民法院

　「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関する解釈」



- 73 - 

改正商標法の施行決定前に、当事者が、登録が許可さ

れていない商標について再審を請求し、商標評審委員

会が施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事者

が行政訴訟を提起した場合又は。 

新「商標法」 

改正商標法の施行決定前に受理された商標の再審請

求について、商標評審委員会が施行決定後に登録許可

の決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合。 

人民法院が受理せず 

改正商標法の施行決定前に受理された商標の再審請

求について、商標評審委員会が施行決定後に登録不許

可の決定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合。

人民法院が関連訴訟権と主

体資格問題を審査する場合、

旧「商標法」を適用 

改正商標法の施行決定前にすでに登録が許可された

商標について、商標評審委員会が施行前の受理を決定

し、施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事者

が行政訴訟を提起した場合。 

関係する手続問題：新「商標

法」 

実体問題：旧「商標法」 

改正商標法の施行決定前に受理した関連する商標事

件について、商標局、商標評審委員会が施行決定後に

決定又は審決を下し、当事者が行政訴訟を提起した場

合。 

改正商標法の施行決定後に、人民法院が受理した商標

民事事件。 

当該施行決定前に発生した

行為：旧「商標法」 

当該施行決定前に発生し、当

該施行決定後も係属してい

る行為：新「商標法」 

人民法院は、当該決定又は審

決が商標法の審査期限に関

する規定に適合するかどう

かを認定するときには、改正

施行決定の日から当該審査

期限を計算しなければなら

ない。 
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（４）馳名商標認定保護規定 

国家工商行政管理総局令 

第６６号 

「馳名商標の認定と保護に関する規定」は国家工商行政管理総局局務会議の審議で可

決した。ここに公表し、公表日より３０日後に施行する。 

張茅局長 

２０１４年７月３日 

馳名商標の認定と保護に関する規定 

（２０１４年７月３日国家工商行政管理総局令第６６号により公表） 

第一条 馳名商標の認定業務を規範化し、馳名商標の保有者の合法的権益を保護する

ために、「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」という。）、「中華人民共和国商

標法実施条例」（以下「実施条例」という。）に基づき、本規定を制定する。 

第二条 馳名商標は、中国において関連する公衆に熟知される商標である。 

参考資料
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関連する公衆とは、商標で表示されるある種類の商品又は役務を使用する消費者、同

商品を生産し又は同役務を提供するその他の経営者、並びに取次販売ルートに係る販売

者と関係者等を含む。 

第三条 商標局、商標評審委員会は、当事者の申請と案件審査・処理の必要に基づき、

商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事件における馳

名商標の認定と保護に責任を負う。 

第四条 馳名商標の認定は、案件ごとの個別認定、受動的保護という原則に従う。 

第五条 当事者は、商標法第三十三条の規定により商標局に異議を申し立て、かつ商

標法第十三条の規定により馳名商標保護を請求する場合、商標局に書面による馳名商標

保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出すること

ができる。 

第六条 当事者は、商標不登録審判案件及び無効宣告請求案件において、商標法第十

三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、商標評審委員会に書面による馳名商

標保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出するこ

とができる。 

第七条 馳名商標の保護にかかわる商標違法事件は、市（地、州）級以上の工商行政

管理部門が管轄する。当事者は、工商行政管理部門に商標違法行為の摘発を請求し、か

つ商標法第十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、違法行為発生地の市

（地、州）級以上の工商行政管理部門に苦情を申し立て、書面による馳名商標保護を請

求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出することができる。 

1．改正法の条文・対照表
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第八条 当事者は、馳名商標の保護の請求にあたって、誠実信用の原則に従い、事実

及び提出する証拠資料の真実性について責任を負わなければならない。 

第九条 以下に掲げる資料は、商標法第十四条第一項の規定に合致することを証明す

る証拠資料とすることができる。 

（一）関連する公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料。 

（二）当該商標の持続的な使用期間を証明する資料。例えば、当該商標の使用、登録

の履歴と範囲を証明する資料。当該商標が未登録商標である場合、その持続的な使用期

間が５年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。当該商標が登録

商標である場合、その登録期間が３年を下回らない、又は持続的な使用期間が５年を下

回らないことを証明する資料を提供しなければならない。 

 （三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲を証明する資料。

例えば、過去３年間の広告宣伝と販売促進活動の方法、地域範囲、広告媒体の種類及び

広告宣伝費等の資料。 

（四）当該商標が中国又は他の国・地域で馳名商標として保護されたことを証明する

資料。 

（五）当該商標が馳名であることを証明するその他の証拠資料。例えば、当該商標を

使用した主要商品の過去３年間の販売収入、市場シェア、純利益、納税額、販売地域等

の資料。 

前項にいう「３年間」、「５年間」とは、被異議申立商標の登録出願日、被無効宣告

請求商標の登録出願日以前の３年間、５年間と、商標違法摘発事件においては、馳名商

標保護の請求の申立日以前の３年間、５年間をいう。 

参考資料
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第十条 当事者は、本規定の第五条、第六条の規定により馳名商標保護の請求を申し

立てた場合、商標局、商標評審委員会は、商標法第三十五条、第三十七条、第四十五条

に定められる期限内に、速やかに処理しなければならない。 

第十一条 当事者は、本規定第七条の規定により工商行政管理部門に商標違法行為の

摘発を請求する場合、工商行政管理部門は苦情申立資料を審査し、「工商行政管理機関

行政処罰手続きの規定」の関連規定により立件するかどうかを決定しなければならない。

立件が決定される場合、工商行政管理部門は、当事者から提出される馳名商標保護の請

求及び関連証拠資料が、商標法第十三条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条

の規定に合致するものかどうかについて基本的な確認、審査を行わなければならない。

基本的な審査の結果、規定に合致している場合、立件した日より３０日以内に、馳名商

標の認定伺いと案件資料の副本を併せて上級の工商行政管理部門に報告、送付しなけれ

ばならない。審査した結果、規定に合致しない場合、「工商行政管理機関行政処罰手続

きの規定」の規定により、速やかに処理しなければならない。 

第十二条 省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、本管轄区域内の市（地、州）

級の工商行政管理部門が報告・送付した馳名商標の認定に関する資料が、商標法第十三

条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条の規定に合致するものかどうかについ

て確認、審査しなければならない。確認・審査した結果、規定に合致している場合、馳

名商標の認定に関する資料を受領した日より３０日以内に、馳名商標の認定伺いと案件

資料の副本を併せて商標局に報告、送付しなければならない。審査した結果、規定に合

致しない場合、関連資料を当初の立件機関に差し戻し、「工商行政管理機関行政処罰手

続きの規定」の規定により速やかに処理させなければならない。 

1．改正法の条文・対照表
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第十三条 商標局、商標評審委員会は、馳名商標の認定にあたって、商標法第十四条

第一項と本規定第九条に記載する各要件を総合的に考慮しなければならない。ただし、

全ての要件を満たすことが前提ではない。 

商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定にあたって、地方の工商行政管理部門によ

る関係状況の確認が必要な場合、関連の地方工商行政管理部門は協力をしなければなら

ない。 

第十四条 商標局は、省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門が報告、送付した馳

名商標の認定に関する資料を審査した結果、馳名商標を構成すると認定した場合、伺い

を報告、送付した省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に対し、認定の回答を行わ

なければならない。 

立件した工商行政管理部門は、商標局が認定の回答を行った日より６０日以内に、法

により処理し、行政処罰決定書の写しを所在地の省（自治区、直轄市）の工商行政管理

部門に送付しなければならない。省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、行政処

罰決定書の写しを受領した日より３０日以内に、事件の処理状況及び行政処罰決定書の

副本を商標局に報告、送付しなければならない。 

第十五条 各級の工商行政管理部門は、商標登録と管理の業務において、馳名商標に

対する保護を強化し、権利者と消費者の合法的権益を保護しなければならない。商標違

法行為が犯罪に及ぶ場合、事件を速やかに司法機関に移送しなければならない。 

第十六条 商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事

件において、当事者は、商標法第十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、

当該商標がわが国で馳名商標として保護された記録を提供することができる。 

参考資料



- 155 - 

当事者の請求する馳名商標の保護範囲が馳名商標として保護された範囲と基本的に

同様であって、かつ、相手当事者が当該商標の馳名性について異議がない、又は異議が

あるが、異議の理由と提供している証拠では該異議が成り立たない場合には、商標局、

商標評審委員会、商標違法事件立件部門は、当該保護記録に基づき、関連証拠と結び付

けて、該商標に馳名商標保護を与えることができる。 

第十七条 商標違法事件において、当事者が事件において虚偽を弄し又は虚偽の証拠

資料を提供する等不正な手段で、馳名商標の保護を騙し取った場合、商標局は、係争商

標について既に行われた認定を取り消すとともに、馳名商標の認定伺いを報告、送付し

てきた省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に通知する。 

第十八条 地方の工商行政管理部門は、本規定第十一条、第十二条の規定に違反して

馳名商標の認定に関する資料への確認・審査の職責を履行せず、又は本規定第十三条第

二項の規定に違反して協力せず若しくは確認の職責を履行せず、又は本規定第十四条第

二項の規定に違反して期限を過ぎても商標違法事件を処理せず若しくは処理の状況を

報告、送付しなかった場合、一級上の工商行政管理部門は、通達を行い、是正を命ずる。 

第十九条 各級の工商行政管理部門は、馳名商標認定業務に係る監督検査制度を構築

し、健全化させなければならない。 

第二十条 馳名商標の認定・保護業務に関与する職員は、職務を怠り、職権を濫用し、

情実にとらわれて不正行為を行い、馳名商標の認定を違法に行い、当事者から財物を受

け取り、不正な利益をむさぼったときは、関連規定により処理する。 

1．改正法の条文・対照表
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第二十一条 本規定は、公表日から３０日後に施行する。２００３年４月１７日付け

で国家工商行政管理総局が公表した「馳名商標の認定と保護に関する規定」は同時に廃

止する。 

出所：国家工商行政管理総局ウェブサイト 

http://www.saic.gov.cn/zcfg/xzgzjgfxwj/fgs/201407/t20140710_146643.html 

参考資料
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（５）商標評審規則 

国家工商行政管理総局令 

第６５号 

「商標評審規則」は国家工商行政管理総局の局務会議の審議を経て可決されたので、

ここに公布する。２０１４年６月１日から施行する。  

 局長  張茅  

２０１４年５月２８日  

商標評審規則 

（１９９５年１１月２日に国家工商行政管理局第３７号令にて公布 

２００２年９月１７日付国家工商行政管理総局令第３号に基づき第１回目の改訂を実

施 

２００５年９月２６日付国家工商行政管理総局令第２０号に基づき２回目の改訂を実

施 

２０１４年５月２８日付国家工商行政管理総局令第６５号に基づき３回目の改訂を実

施） 

第一章 総則 

第一条  商標審判手続を規範化するために、「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」

という。）及び「中華人民共和国商標法実施条例」（以下「実施条例」という。）に基づ

き、本規則を制定する。 

第二条 商標法及び実施条例の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標評審委員会

（以下「商標評審委員会」という。）は、次の各号に掲げる商標審判案件を処理する。 

（一）国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という。）の商標登録出願拒絶

決定に不服があり、商標法第三十四条の規定に基づいて審判を請求する案件。 

（二）商標局の不登録決定に不服があり、商標法第三十五条第三項の規定に基づいて

審判を請求する案件。 

（三）登録済みの商標に対し、商標法第四十四条第一項、第四十五条第一項の規定に

基づいて無効宣告を請求する案件。 

（四）商標局の登録商標無効宣告決定に不服があり、商標法第四十四条第二項の規定

に基づいて審判を請求する案件。 

（五）商標局の登録商標取消決定又は不取消決定に不服があり、商標法第五十四条の

規定に基づいて審判を請求する案件。 

1．改正法の条文・対照表
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商標審判手続において、前項第（一）号にいう審判請求商標を「出願商標」と、第（二）

号にいう審判請求商標を「被異議商標」と、第（三）号にいう無効宣告請求商標を「紛

争商標」と、第（四）、（五）号にいう審判請求商標を「復審商標」と総称する。本規則

において、前記商標はいずれも「評審商標」と総称する。 

第三条 当事者が商標審判活動に参加する場合、書面又はデータ電文方式により行う

ことができる。 

データ電文方式による場合の具体的な方法は、商標評審委員会が別途制定する。 

第四条 商標評審委員会は、商標審判案件を審理するに当たって書面審理を採用する

が、実施条例第六十条の規定に基づいて口頭審理を行う場合は、この限りではない。 

口頭審理の具体的な方法は、商標評審委員会が別途制定する。 

第五条 商標評審委員会が商標法、実施条例及び本規則に基づいて下した決定、裁定

は、書面又は電子文書により関係当事者に送達し、かつその理由を説明しなければなら

ない。 

第六条 本規則に別途規定がある場合を除き、商標評審委員会は商標審判案件を審理

するに当たって合議制を採用し、三名以上の奇数による商標審判官が合議体を結成して

審理を行う。 

合議体が案件を審理するに当たって、多数決の原則に従う。 

第七条 当事者又は利害関係人が実施条例第七条の規定に基づいて商標審判官の忌

避を申し立てる場合、書面によって行い、その理由を説明しなければならない。 

第八条 商標審判期間中に、当事者は法によってその商標権又は商標審判に係る権利

を処分する権利を有する。社会公共の利益、第三者の権利を損なわないことを前提に、

当事者間において、自己により又は調停を経て書面にて和解に合意することができる。 

当事者が和解に合意した案件については、商標評審委員会が結審することができるほ

か、決定又は裁定を下すこともできる。 

第九条 商標審判案件の共同請求人及び共有商標の当事者が商標審判事項を行うに

当たって、実施条例第十六条第一項の規定に基づき一人の代表者を決定しなければなら

ない。 

代表者が審判に参加する行為は、その代表する当事者に効力が及ぶが、代表者が審判

請求を変更、放棄する又は相手方当事者の審判請求を認める場合には、代表される当事

者の書面による授権を受けなければならない。 

商標評審委員会の書類は、代表者に送達しなければならない。 

第十条 外国人又は外国企業は商標審判事項を行うに当たって、中国に恒常的な住所

又は営業所がある場合には、法により設立された商標代理機構にそれらの事項の処理を

委託することができ、また、直接行うこともできる。中国に恒常的な住所又は営業所が

参考資料
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ない場合には、法により設立された商標代理機構にそれらの事項の処理を委託しなけれ

ばならない。 

第十一条 代理権限に変更が生じる、代理関係が解除される又は代理人が変更される

場合には、当事者は速やかに書面にて商標評審委員会に通知しなければならない。 

第十二条 当事者及びその代理人は、その案件に関連する資料の閲覧を申請すること

ができる。 

第二章 請求と受理 

第十三条 商標審判を請求するには、次の各号に掲げる条件を満たさなければならな

い。 

（一）請求人が適法な主体資格を有すること 

（二）法定期限内に提出すること 

（三）商標評審委員会の審判範囲に属すること 

（四）規定に合致する請求書及び関連資料を法に基づき提出すること 

（五）明確な審判請求、事実、理由と法的根拠があること 

（六）法に基づき審判費用を納付すること

第十四条 商標審判を請求するには、商標評審委員会に請求書を提出しなければなら

ない。被請求人がいる場合、被請求人の人数に応じた部数の副本を提出しなければなら

ない。審判を受ける商標が譲渡、移転、変更され、商標局に出願したがまだ許可、公告

されていない場合には、当事者は相応の証明文書を提出しなければならない。商標局の

決定書を元に審判を請求する場合、さらに商標局の決定書も添付しなければならない。 

第十五条  請求書には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。 

（一）請求人の名称、あて先住所、連絡担当者及び電話番号。審判請求に被請求人が

いる場合には、被請求人の名称、住所を記載しなければならない。商標代理機構に商標

審判事項の処理を委託する場合、さらに商標代理機構の名称、住所、連絡担当者及び電

話番号を記載しなければならない。 

（二）審判商標及びその出願番号又は初歩査定番号、登録番号と同商標を掲載した『商

標公告』の号数。 

（三）明確な審判請求とその根拠となる事実、理由及び法的根拠。 

第十六条 商標審判請求が本規則第十三条第（一）、（二）、（三）、（六）号に規定され

る条件のいずれかに合致しない場合には、商標評審委員会は、それを受理せず、書面に

てその旨を請求人に通知し、かつその理由を説明する。 

第十七条 商標審判請求が本規則第十三条第（四）、（五）号に規定される条件のいず

れかに合致しない、又は実施条例、本規則の規定にしたがって関係証明書類を提出して

いない、又は補正を要するその他の事情がある場合には、商標評審委員会は請求人に補
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正通知を送付しなければならない。請求人は補正通知を受け取った日から３０日以内に

補正しなければならない。 

補正後も規定を満たさない場合、商標評審委員会はそれを受理せず、書面にてその旨

を請求人に通知し、かつその理由を説明する。定めた期限内に補正しなかった場合には、

実施条例第五十七条の規定により、請求人が審判請求を取り下げたものとみなし、商標

評審委員会は、書面にて請求人に通知しなければならない。 

第十八条 商標審判請求が審査を経て受理条件に合致した場合、商標評審委員会は、

３０日以内に請求人に「受理通知書」を発送しなければならない。 

第十九条  商標評審委員会が既に受理した商標審判請求が次の各号のいずれかに該

当する場合には、受理要件に合致しないことから、実施条例第五十七条の規定によりそ

れを却下しなければならない。 

（一）実施条例第六十二条の規定に違反し、請求人が商標審判請求を取り下げた後、

また同一の事実と理由をもって審判請求を再度提出する場合。 

（二）実施条例第六十二条の規定に違反し、商標評審委員会が既に下した裁定又は決

定について、同一の事実又は理由をもって審判請求を再度提出する場合。 

（三）受理条件に合致しないその他の場合。 

不登録決定審判手続を経て登録を許可された商標について登録商標無効宣告を請求

する場合には、前項第（二）号の規定を適用しない。 

商標評審委員会は商標審判請求を却下する場合、書面にてその旨を請求人に通知し、

かつその理由を説明しなければならない。 

第二十条 当事者は審判活動に参加するに当たって、相手当事者の人数に応じた部数

の請求書、答弁書、意見書、尋問意見及び証拠資料副本を提出しなければならない。副

本の内容は正本の内容と同一でなければならない。前記要求に合致せず、かつ補正後も

要求に合致しない場合には、本規則第十七条第二項の規定により、その審判請求を受理

しない又は関連資料を提出していないものとみなす。 

第二十一条 審判請求に被請求人がいる場合、商標評審委員会は、それを受理した後、

速やかに請求書副本及び関係証拠資料を被請求人に送達しなければならない。被請求人

は、請求資料を受け取った日から３０日以内に、商標評審委員会に答弁書及びその副本

を提出しなければならない。定めた期限内に答弁しなかった場合には、商標評審委員会

の審判に影響を及ぼさない。 

商標評審委員会は商標局の不登録決定に不服がある審判案件を審理するに当たって、

元の異議申立人に参加の上、意見を提出するよう通知しなければならない。元の異議申

立人は、請求資料を受け取った日から３０日以内に、商標評審委員会に意見書及びその

副本を提出しなければならない。定めた期限内に意見を提出しなかった場合には、案件

の審理に影響を及ぼさない。 

第二十二条 被請求人が答弁に参加する場合、及び元の異議申立人が不登録審判手続

に参加する場合には、適法な主体資格を有していなければならない。 
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商標審判答弁書、意見書及び関係証拠資料は、所定の書式と要件にしたがって記入、

提示されなければならない。 

第二項の規定を満たさない又は補正を要するその他の事情がある場合、商標評審委員

会は、被請求人又は元の異議申立人に補正通知を出す。被請求人又は元の異議申立人は、

補正通知を受け取った日から３０日以内に補正しなければならない。補正後も規定を満

たさない又は法定期限内に補正しなかった場合には、答弁しなかった又は意見を提出し

なかったものとみなし、商標評審委員会の審判に影響を及ぼさない。 

 

第二十三条 当事者が、審判請求を提出した後又は答弁した後に関係証拠資料を補充

する必要がある場合、請求書又は答弁書にその旨を声明し、請求書又は答弁書を提出し

た日から３ヶ月以内に一括して提出しなければならない。請求書又は答弁書にその旨を

声明しなかった又は期限内に提出しなかった場合には、証拠資料の補充を放棄したもの

とみなす。ただし、期間満了後に形成された証拠又は当事者がその他の正当な理由があ

って期限内に提出できなかった証拠を期間満了後に提出した場合には、商標評審委員会

が証拠を相手方当事者に渡して尋問を経て、採用することができる。 

当事者が法定期限内に提出した証拠資料について、相手方当事者がいる場合、商標評

審委員会はその証拠資料の副本を相手方当事者に送達しなければならない。当事者は証

拠資料の副本を受け取った日から３０日以内に尋問を行わなければならない。 

 

第二十四条 当事者は、その提出する証拠資料について逐一分類し、番号を付け、目

録リストを作成し、証拠資料の出所、証明しようとする具体的な事実について簡潔に説

明し、署名の上押印しなければならない。 

商標評審委員会は、当事者が提出した証拠資料を受け取った後、目録リストに照らし

て証拠資料を照合し、担当者が受取書に署名した上で、その提出日を明記しなければな

らない。 

 

第二十五条  当事者の名称又はあて先住所等の事項に変更があった場合、速やかに商

標評審委員会に通知し、必要に応じて相応の証明書類を提出しなければならない。 

 

第二十六条 商標審判手続において、当事者の商標が譲渡、移転された場合には、譲

受人又は承継人は、速やかに書面にて「関係主体の地位を受継ぐ」旨声明し、その後の

審判手続に参加し、相応の審判結果に責任を有する。 

書面にて声明しなかったが審判案件の審理に影響しない場合、商標評審委員会は、譲

受人又は承継人を当事者として、決定又は裁定を下すことができる。 

 

第三章 審理 

 

第二十七条  商標評審委員会は、商標審判案件を審理するに当たって、合議制を採用

する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、商標審判官１名が単独で審判を行

うことができる。 

（一）商標法第三十条と第三十一条にいう先行商標権利の抵触のみに係る案件であっ

て、審判時に権利の抵触が既に取り除かれた場合。 
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（二）取消又は無効宣告を請求された商標が既に専用権を失った場合。 

（三）本規則第三十二条の規定により結審しなければならない場合。 

（四）その他の単独で審判できる案件の場合。 

第二十八条  当事者又は利害関係人が実施条例第七条と本規則第七条の規定に基づ

いて商標審判官に対し忌避を申し立てた場合、忌避を申し立てられた審判官は、商標評

審委員会が忌避するかどうかの決定を下すまで、本案件の審理に参加することを一時停

止しなければならない。 

商標評審委員会が決定、裁定を下した後に当事者又は利害関係人の忌避申立を受け取

った場合には、審判決定、裁定の有効性に影響を及ぼさない。ただし、審判官に確かに

回避すべき事情がある場合には、商標評審委員会は法に基づき処理しなければならない。  

第二十九条  商標評審委員会は、商標審判案件を審理するに当たって、実施条例第五

十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条の規定によって審理しなけ

ればならない。 

第三十条 不登録審判手続を経て登録査定を受けた商標について、元の異議申立人が

商標評審委員会に無効宣告を請求した場合、商標評審委員会は別途合議体を結成して審

理しなければならない。 

第三十一条 商標法第三十五条第四項、第四十五条第三項と実施条例第十一条第（五）

号の規定に基づいて、先行権利案件の審理結果を待つ必要がある場合には、商標評審委

員会はしばらく当該商標審判案件の審理を見合わせるよう決定を下すことができる。 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合、審判を終了し、結審する。 

（一）請求人が死亡した、又は終止した後に相続人がいない、又は相続人が審判権を

放棄した場合。 

（二）請求人が審判請求を取り下げた場合。 

（三）当事者が自己により又は調停を経て合意して結審できる場合。 

（四）審判を終了すべきその他の場合。 

商標評審委員会が結審する場合には、書面にて関係当事者に通知し、その理由を説明

しなければならない。 

第三十三条 合議体は、案件を審理するに当たって、合議の議事録を作成し、合議体

の構成員による署名を要する。合議体の構成員に異なる意見がある場合には、如実に合

議の議事録に記載しなければならない。 

審理を経て結審される案件について、商標評審委員会は法により決定、裁定を下す。 

第三十四条 商標評審委員会が下す決定、裁定には、次の各号に掲げる内容を記載し

なければならない。 

（一）当事者の審判請求、紛争の事実、理由と証拠。 

（二）決定又は裁定により認定された事実、理由と適用される法的根拠。 
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（三）決定又は裁定の結論。 

（四）当事者が選択できる後続手続及び期限。 

（五）決定、裁定を下した日付。 

 決定、裁定には合議体の構成員による署名の上、商標評審委員会の印が押される。 

第三十五条 当事者は商標評審委員会が下した決定、裁定を不服として人民法院に訴

訟を提起する場合には、人民法院に訴状を提出すると同時に又は遅くとも１５日以内に、

商標評審委員会にその訴状の副本を送付するか、又は別途書面にて訴状の情報を通知し

なければならない。 

商標評審委員会が下した初歩査定又は登録査定決定を除き、商標評審委員会は、決定、

裁定を発送した日から４ヶ月以内に人民法院からの応訴通知又は当事者が提出した訴

状副本、書面による提訴通知を受け取らなかった場合、その決定、裁定を執行のために

商標局に移送する。 

商標評審委員会は当事者の訴状副本又は書面による提訴通知を受け取った日から４

ヶ月以内に人民法院から応訴通知を受け取らなかった場合、かかる決定、裁定を執行の

ために商標局に移送する。 

第三十六条 第一審行政訴訟手続において、商標審判の決定、裁定に引用された商標

が既に先行権利を失ったことで、決定、裁定の事実認定、法律適用が変化した場合には、

原告が訴訟を取り下げたことを前提に、商標評審委員会は、元の決定又は裁定を撤回し、

新しい事実に基づいて、改めて商標審判の決定又は裁定を下すことができる。 

商標審判の決定、裁定が当事者に送達された後、商標評審委員会は、それに誤記等実

質的でない間違いを発見した場合、審判当事者に訂正通知書を送付して誤記を訂正する

ことができる。 

第三十七条 商標審判の決定、裁定が人民法院の発効判決により取消された場合、商

標評審委員会は、改めて合議体を結成して、速やかに審理し、再審決定、裁定を下さな

ければならない。 

再審手続において、商標評審委員会は、当事者が新たに提出した審判請求と法的根拠

は再審範囲に入れない。当事者が補充として提出した、案件の審理結果に影響しうる証

拠を採用することができ、相手方当事者がいる場合には、尋問のために相手方当事者に

送達しなければならない。 

第四章 証拠規則 

第三十八条 当事者は、その提出した審判請求の根拠となる事実又は相手方の審判請

求に反駁する根拠となる事実について、証拠を提出してそれを証明する責任がある。 

証拠には、書証、物証、視聴覚資料、電子データ、証人証言、鑑定意見、当事者陳述

等を含む。 

証拠がない又は証拠によって当事者の事実主張を充分に証明できない場合、立証責任

のある当事者がその不利な結果を負うものとする。 

一方当事者が他方当事者の陳述した案件事実を明確に認めている場合、他方当事者は
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立証する必要がない。ただし、商標評審委員会が立証する必要があると判断した場合に

は、この限りではない。 

当事者が代理人に審判への参加を委託した場合、代理人による承認は当事者による承

認とみなす。ただし、特別に授権されていない代理人による事実承認により、直接に相

手方の審判請求を認めることになった場合には、この限りではない。当事者がその場に

同席していながら、その代理人による承認を否定しなかった場合には、当事者による承

認とみなす。 

 

第三十九条 次の各号に掲げる事実について、当事者は立証して証明する必要がない。 

（一）周知の事実 

（二）自然の法則及び定理 

（三）法律規定又は既知事実や日常生活における経験則に基づき推定できる別の事実 

（四）既に人民法院の法的効力が発生した裁判により確認された事実 

（五）既に仲裁機構の発効した裁決により確認された事実 

（六）既に有効な公証文書により証明された事実 

前項（一）、（三）、（四）、（五）、（六）号について、それを覆すのに足りる反対証拠が

ある場合は、この限りではない。 

 

第四十条 当事者が商標評審委員会に書証を提出する場合、原本、正本及び副本を含

む原始文書を提出しなければならない。原始文書の提出が困難である場合、対応の写し、

写真、抜粋を提出することができる。関係部門で保管されている原始書証の複製物、コ

ピー又は抄録を提出する場合、出所を明記し、当該部門が間違いないと確認した上押印

したものを提出しなければならない。 

当事者が商標評審委員会に物証を提出する場合、原物を提出しなければならない。原

物の提出が困難である場合、対応の複製物又は当該物証を証明できる写真、録画等その

他の証拠を提出することができる。原物の数が多く、同種類の物である場合、そのうち

の一部を提出することができる。 

一方当事者は他方当事者が提出した書証、物証の複製物、写真、録画等に対し疑義が

ありそれを裏付ける相応の証拠がある場合、又は商標評審委員会が必要と判断した場合、

質疑された当事者は、関係証拠の原始文書又は公証された写しを提出又は提示しなけれ

ばならない。 

 

第四十一条 当事者が商標評審委員会に提出した証拠が中華人民共和国以外又は香

港、マカオ、台湾地区で形成されたもので、相手当事者がその証拠の真実性を疑いかつ

それを裏付ける相応の証拠がある場合、又は商標評審委員会が必要と判断した場合には、

関連規定にしたがって相応の公証認証手続を行わなければならない。 

 

第四十二条 当事者が商標評審委員会に外国語による書証又は外国語による説明資

料を提出する場合、中国語訳文を添付しなければならない。中国語訳文を提出しない場

合、当該外国語による証拠は提出されなかったものとみなす。 

相手方当事者は訳文の具体的な内容について異議がある場合、異議のある部分の中国

語訳文を提出しなければならない。必要であれば、双方当事者が認める組織に全文又は
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使用される部分又は異議のあった部分の翻訳を委託することができる。 

双方当事者が翻訳の委託について合意できなかった場合、商標評審委員会は、専門の

翻訳機構を指定し、全文又は使用される部分又は異議のあった部分を翻訳させることが

できる。翻訳委託に必要な費用は双方当事者が５０％ずつ負担するものとする。翻訳費

用の支払を拒否した場合、相手方が提出した訳文を認めたものとみなす。 

第四十三条 単一証拠の証明力の有無及び証明力の強弱については、次の各号に掲げ

る角度から審査して認定することができる。 

（一）証拠は原本・原物であるか、写し、複製物は原本、原物と一致しているか。 

（二）証拠は本件事実と関連しているか。 

（三）証拠の形式、出所は法律規定に合致しているか。 

（四）証拠の内容は真実であるか。 

（五）証人又は証拠を提出した者が、当事者と利害関係を有するか。 

第四十四条 審判官は、案件の全ての証拠について、各証拠の案件事実との関連度、

各証拠間の関係等の角度から総合的に審査、判断しなければならない。 

相手方当事者がいる場合、交換・尋問を経ていない証拠を採用してはならない。 

第四十五条 次の各号に掲げる証拠は、単独で案件事実認定の証拠としてはならない。 

（一）未成年者によるその年齢、知能に相応しくない証言 

（二）一方当事者と親族関係、従属関係若しくはその他の密接な関係にある証人によ

る当該当事者に有利な証言、又は一方当事者と不利益な関係にある証人による当該当事

者に不利な証言 

（三）口頭審理に参加して証言すべきなのに、正当な理由なく参加しなかった証人に

よる証言 

（四）改ざんされたかどうかを判断し難い視聴覚資料 

（五）原本、原物と照合できない写し又は複製物 

（六）一方当事者又は他人に修正された、相手方当事者が認めない証拠資料 

（七）単独で案件事実認定の根拠とすることができないその他の証拠資料 

第四十六条 一方当事者が提出した次の各号に掲げる証拠について、相手方当事者が

異議を申立てたが反駁できるほどの反対証拠がない場合、商標評審委員会はその証明力

を確認しなければならない。 

（一）書証原本又は照合を経て書証原本と一致していると確認された写し、写真、副

本、抜粋 

（二）物証原物又は照合を経て物証原物と一致していると確認された複製物、写真、

録画資料等 

（三）その他の証拠により裏付けられている、合法的な手段で取得した、疑問点のな

い視聴覚資料、又は照合を経て視聴覚資料と一致していると確認された複製物 

第四十七条 一方当事者が委託した鑑定部門が出した鑑定結果について、相手方当事

者が反駁できるほどの反対証拠と理由がない場合、その証明力を確認することができる。 
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第四十八条 一方当事者が提出した証拠について、相手方当事者が認めた場合、又は

その提出した反対証拠が反駁できるほどのものでない場合には、商標評審委員会はその

証明力を確認することができる。 

一方当事者が提出した証拠について、相手方当事者が異議があって反駁証拠を提出し

た後、相手方当事者が反駁証拠を認めた場合、反駁証拠の証明力を確認することができ

る。 

第四十九条 双方当事者が同一事実についてそれぞれ反対の証拠を提出したが、いず

れも相手方の証拠を否定できるほどの根拠がない場合、商標評審委員会は案件の状況を

踏まえて、一方の提出した証拠の証明力が明らかに他方の提出した証拠の証明力より大

きいかどうかを判断し、証明力が大きい証拠を確認しなければならない。 

証拠の証明力を判断できないことで紛争事実の認定が困難な場合、商標評審委員会は、

立証責任分担原則により判断しなければならない。 

第五十条 審判手続において、当事者が請求書、答弁書、陳述及びその委託代理人の

代理人意見の中で認めた自己に不利な事実、承認した証拠については、商標評審委員会

はそれを確認しなければならない。ただし、当事者が翻意しかつそれを覆せるだけの反

対証拠を持っている場合は、この限りではない。 

第五十一条 商標評審委員会は、同一事実に対する複数証拠の証明力について、次の

各号に掲げる原則に基づいて認定することができる。 

（一）国家機関及びその他の職能部門が職権により作成した公文書は、他の書証に優

先すること。 

（二）鑑定結果、保管ファイル及び公証又は登記を受けた書証は、その他の書証、視

聴覚資料、証人証言に優先すること。 

（三）原本、原物は、写し、複製物に優先すること。 

（四）法定鑑定部門の鑑定結果は、その他の鑑定部門の鑑定結果に優先すること。 

（五）原始証拠は、伝聞証拠に優先すること。 

（六）他人による証言は、当事者と親族関係又はその他の密接な関係にある証人によ

る当該当事者に有利な証言に優先すること。 

（七）口頭審理に参加して証言した証人の証言は、口頭審理に参加しなかった証人の

証言に優先すること。 

（八）種類が異なり、内容が一致する複数の証拠は、単独の証拠に優先すること。 

第五章 期間、送達 

第五十二条 期間には、法定期間と商標評審委員会が指定する期間を含む。期間は、

実施条例第十二条の規定にしたがって計算しなければならない。 

第五十三条 当事者が商標評審委員会に提出した文書又は資料の提出日については、

手交した場合、手交日を提出日とする。郵送した場合、差出しの消印の日付を提出日と
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する。消印の日付がはっきり見えない又は消印が無い場合、商標評審委員会が実際に受

取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の消印の日付の証拠を提出できる場合

は、この限りではない。郵便局以外の宅配業者を通じて提出した場合、宅配業者の受領

発送日を提出日とする。受領発送日がはっきりしない場合には、商標評審委員会が実際

に受取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の受領発送日の証拠を提出できる

場合は、この限りではない。データ電文方式で提出した場合、商標評審委員会の電子シ

ステムに入った日を提出日とする。 

当事者が商標評審委員会に文書を郵送するに当たっては、書留郵便を採用しなければ

ならない。 

当事者が商標評審委員会に文書を提出するに当たっては、商標の出願番号又は登録番

号、出願人の名称を文書に明記しなければならない。提出文書の内容については、書面

にて提出した場合、商標評審委員会が保管している保存ファイルの記録に準ずる。デー

タ電文方式で提出した場合、商標評審委員会のデータベースの記録に準ずる。ただし、

当事者が商標評審委員会の保存ファイルやデータベースの記録にミスがあることを証

明する証拠を確実に有する場合は、この限りではない。 

第五十四条 商標評審委員会の各種文書は、郵送、手交、データ電文又はその他の方

式によって当事者に送達することができる。データ電文方式で当事者に送達する場合、

当事者の承認を得なければならない。当事者が商標代理組織に委託した場合、文書を商

標代理組織に送達したことにより、当事者に送達したものとみなす。 

商標評審委員会が当事者に各種文書を送達する送達日については、郵送した場合、当

事者が受け取った消印の日付を提出日とする。消印の日付がはっきり見えない又は消印

が無い場合、文書を発送した日より１５日満了をもって当事者に送達したとみなす。た

だし、当事者が実際の受取日を証明できる場合は、この限りではない。手交した場合、

手交日を提出日とする。データ電文方式で送達した場合、文書を発送した日より１５日

満了をもって当事者に送達したものとみなす。上記方式により文書を送達することがで

きない場合には、公告をもって当事者に送達することができ、公告発布日より３０日満

了をもって送達したものとみなす。 

商標評審委員会が当事者に文書を郵便で送達したが戻されて公告をもって送達した

場合には、後続文書はいずれも公告をもって送達する。ただし、公告をもって送達され

た後に、当事者があて先住所を明確に告知した場合は、この限りではない。 

第五十五条 実施条例第五条第三項の規定に基づいて、商標審判案件の被請求人又は

元の異議申立人が中国に恒常的な住所又は営業所がない外国人又は外国企業である場

合、当該審判商標登録出願書類に明記された国内受取人が商標審判手続に関連する法律

文書を受け取る。商標評審委員会が関連法律文書を当該国内受取人に送達したことによ

り、当事者に送達したとみなす。 

前項の規定に基づいて国内受取人を確定できない場合、商標局の原審手続における又

は最後に当該商標関連業務の処理を請求した商標代理機構が、商標審判手続における関

連法律文書の署名受取と転送の義務を負う。商標評審委員会が関連法律文書を当該商標

代理機構に送達する。商標代理機構は関連法律文書が送達される前に既に国外の当事者

と商標代理関係を解除した場合、書面にて商標評審委員会に関連状況を説明し、文書を
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受け取った日より１０日以内に関連法律文書を商標評審委員会に返却しなければなら

ない。商標評審委員会が別途送達する。 

マドリッド国際登録商標は国際事務局が転送する関連書類に係る場合、相応の送達証

拠を提出しなければならない。提出しなかった場合、書面にて原因を説明しなければな

らず、国際事務局から文書を発送した日から１５日満了をもって送達したものとみなす。 

上記の方法により送達できない場合には、公告により送達する。 

第六章 附則 

第五十六条 商標審判業務に従事する国家機関の職員が職責を軽んじ、職権を乱用し、

私情にとらわれて不正行為を行い、法に背いて商標審判業務を処理し、当事者から財物

を受け取り、不正な利益を貪った場合、法により処分を与える。 

第五十七条 当事者が、商標局が下した商標登録出願拒絶決定を不服として２０１４

年５月１日以前に商標評審委員会に審判を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月１

日以降（５月１日を含む。以下同じ。）に審理した案件については、改正後の商標法を

適用する。 

当事者が、商標局が下した異議裁定を不服として２０１４年５月１日以前に商標評審

委員会に審判を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月１日以降に審理した案件につ

いては、当事者異議申立と審判の主体資格は改正前の商標法を適用し、その他の手続上

の事項及び実体的事項は改正後の商標法を適用する。 

既に登録査定された商標については、当事者が２０１４年５月１日以前に商標評審委

員会に争議と審判取消を請求し、商標評審委員会が２０１４年５月１日以降に審理した

案件については、関連手続上の事項は改正後の商標法を適用し、実体的事項は改正前の

商標法を適用する。 

当事者が２０１４年５月１日以前に商標評審委員会に請求した商標審判案件につい

ては、２０１４年５月１日より審理期間を起算する。 

第五十八条 商標審判手続の文書書式については、商標評審委員会が制定し、公布す

る。 

第五十九条 本規則の解釈は、国家工商行政管理総局が行う。 

第六十条 本規則は２０１４年６月１日より施行する。 

出所：国家工商行政管理総局ウェブサイト 

http://www.saic.gov.cn/zcfg/xzgzjgfxwj/fgs/201405/t20140529_145638.html 
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（６）工商総局による改正実施後の「中華人民共和国商標法」に関する問題の通知 

工商総局による改正法施行後の「中華人民共和国商標法」に関する問題の通知 

各省、自治区、直轄市及び計画単列市、副省級市工商行政管理局、市場監督管理局 

 第１２期全国人民代表大会常務委員会第４回会議を通過した「『中華人民共和国商標

法』の改正に関する決定」を２０１４年５月１日より施行する。改正後の『中華人民共

和国商標法』（以下「商標法」という。）を徹底して実施するため、新旧商標法にまたが

って関係する問題を以下に通知する。 

一．商標登録事項について 

（一）２０１４年５月１日以前に商標局に提出した商標登録、異議申立、変更、譲渡、

更新、取消、抹消、許可の届出等の申請に関して、商標局は、２０１４年５月１日以降

（５月１日を含む。以下同じ。）に下す行政決定において、改正後の商標法を適用する。

ただし、異議申立において、異議申立人の主体資格と異議申立理由の審査には、改正前

の商標法を適用する。 

（二）２０１４年５月１日以前に商標局に提出した商標登録、異議申立、登録の取消に

は、２０１４年５月１日より審査期限を起算する。ただし、被異議申立商標の予備審査

公告が２０１４年５月１日までに３ヶ月に満たない場合には、公告期間満了日より審査

期限を起算する。 

二．商標審判について 

（一）当事者が、商標局の下した商標登録出願拒絶の決定を不服として２０１４年５月

１日以前に商標評審委員会に審判請求し、その案件が２０１４年５月１日以降に審理さ

れる場合には、改正後の商標法を適用する。 

（二）当事者が、商標局の下した異議裁定を不服として２０１４年５月１日以前に商標

評審委員会に審判請求し、その案件が２０１４年５月１日以降に審理される場合、当事

者が異議申立と審判請求をした主体資格については改正前の商標法を適用し、その他の

規定に関する問題と実体に関する問題については改正後の商標法を適用する。 

（三）既に登録された商標で、当事者が２０１４年５月１日以前に商標評審委員会に争

議・取消審判を請求し、その案件が商標評審委員会により２０１４年５月１日以降に審

理される場合、方式問題については改正後の商標法を適用し、実体問題については改正

前の商標法を適用する。 
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（四）当事者が、２０１４年５月１日以前に商標評審委員会に提出した商標審判案件の

請求については、２０１４年５月１日から審査期限を起算する。 

三．商標監督管理について 

（一）２０１４年５月１日以前に発生した商標違法行為には改正前の商標法を適用して

処理する。２０１４年５月１日以前から２０１４年５月１日をまたがって発生した商標

違法行為には、改正後の商標を適用して処理する。 

（二）「馳名商標」の字句が、商品、商品の包装又は容器、あるいは宣伝広告、展示及

びその他の商業活動に用いられる行為については、改正後の商標法を適用して処理する。

ただし、「馳名商標」の字句が、商品、商品の包装又は容器に用いられ、かつ２０１４

年５月１日以前に流通している場合を除く。 

「馳名商標」の字句が、商品、商品の包装又は容器に用いられることについては、馳

名商標保有者が違法責任を負わなければならず、その所在地の工商行政管理部門が取り

締まりを行う。所在地以外の工商行政管理部門が上記違法行為を発見した場合、その所

在地の工商行政管理部門に移送して取り締まる。所在地が中国国内ではない又は管轄権

のために争議が発生した場合には、国家工商行政管理総局により指定された工商行政管

理部門が取り締まりを行う。 

工商総局 

２０１４年４月１５日 

出所：国家工商行政管理総局ウェブサイト 

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjwj/xxzx/201404/t20140418_144037.html 
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最高人民法院 

「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関する解釈」 

最高人民法院の「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関す

る解釈」 は、２０１４年２月１０日、最高人民法院審判委員会第１６０６回会議にて

可決され、ここに公布する。２０１４年５月１日から施行する。 

最高人民法院  

２０１４年３月２５日  

法釈〔２０１４〕４号  

 最高人民法院 

「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関する解釈」（２０１

４年２月１０日、最高人民法院審判委員会第１６０６回会議にて可決） 

  商標をめぐる事件を正しく審理するため、２０１３年８月３０日の第１２期全国人

民代表大会常務委員会第４回会議「『中華人民共和国商標法』の改正に関する決定」並

びに再び公布された「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人

民共和国行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院による商標事件審理の管轄、

法律適用等の問題について、本解釈を制定する。 

第一条 

人民法院は次の各号に掲げる商標事件を受理する。 

１．国務院工商行政管理部門商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という。）が

下した再審の決定又は審決に対する不服申立に係る行政事件 

２．工商行政管理部門が下した商標に関わるその他の具体的行政行為に対する不服申

立に係る事件 

３．商標権の帰属をめぐる紛争事件 

４．商標専用権の侵害をめぐる紛争事件 

５．商標専用権の不侵害の確認をめぐる紛争事件  

６．商標権譲渡契約をめぐる紛争事件 

７．商標使用許可契約をめぐる紛争事件 

８．商標代理契約をめぐる紛争事件 

９・訴訟前の商標専用権侵害停止の請求をめぐる事件 

10．専用権侵害停止の請求に起因する侵害責任をめぐる事件 

11．商標の紛争に起因する訴訟前財産保全の請求をめぐる事件 

12．商標の紛争に起因する訴訟前証拠保全の請求をめぐる事件 

13．その他の商標事件。 

（７）最高人民法院「改正商標法の施行決定後の商標事件の管轄と法律適用の問題に関

する解釈」 

1．改正法の条文・対照表
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第二条 

商標評審委員会が下した再審の決定又は審決に対する不服申立に係る行政事件及び

国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という。）が下した商標に関する具体的

行政行為をめぐる事件は、北京市の関連中級人民法院が管轄する。 

第三条 

第一審の商標民事事件は、中級以上の人民法院及び最高人民法院が指定した基層人民

法院が管轄する。 

馳名商標保護に関わる民事事件、行政事件は、省、自治区の人民政府所在地の市、計

画単列市、直轄市の管轄区にある中級人民法院並びに最高人民法院が指定するその他の

中級人民法院が管轄する。 

第四条 

工商行政管理部門が商標権の侵害行為を取り締まる中で、当事者が関係する商標につ

いて商標権の帰属又は商標専用権の侵害をめぐる民事訴訟を提起した場合、人民法院は

これを受理しなければならない。 

第五条 

改正商標法の施行決定前に提起された商標登録出願及び商標権存続期間更新登録出

願について、商標局が施行決定後に当該商標登録出願に対して不受理又は不更新の決定

を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は、その審査におい

て改正後の商標法を適用する。  

改正商標法の施行決定前に提起された商標をめぐる異議申立について、商標局が施行

決定後に当該異議申立に対して不受理の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を

提起した場合、人民法院はその審査において改正前の商標法を適用する。 

第六条 

改正商標法の施行決定前に、当事者が、登録が許可されていない商標について再審を

請求し、商標評審委員会が施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事者がそれに対

して行政訴訟を提起した場合、人民法院は、その審査において改正後の商標法を適用す

る。 

改正商標法の施行決定前に受理された商標の再審請求について、商標評審委員会が施

行決定後に登録許可の決定を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人

民法院はこれを受理しない。商標評審委員会が施行決定後に不登録の決定を下し、当事

者がそれに対して行政訴訟を提起した場合、人民法院は関係する訴権と主体資格の問題

を審理するときには、改正前の商標法を適用する。 

第七条 

改正商標法の施行決定前にすでに登録が許可された商標について、商標評審委員会が

施行前の受理を決定し、施行決定後に再審の決定又は審決を下し、当事者がそれに対し

て行政訴訟を提起した場合、人民法院は、関係する手続問題を審理するときには、改正

後の商標法を適用し、実体問題を審理するときには、改正前の商標法を適用する。 

参考資料
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第八条 

改正商標法の施行決定前に受理した関連する商標事件について、商標局、商標評審委

員会が施行決定後に決定又は審決を下し、当事者がそれに対して行政訴訟を提起した場

合、人民法院は、当該決定又は審決が商標法の審査期限に関する規定に適合するかどう

かを認定するときには、改正施行決定の日から当該審査期限を計算しなければならない。 

第九条 

本解釈に別途定めがある場合を除いて、改正商標法の施行決定後に、人民法院が受理

した商標民事事件が、当該施行決定前に発生した行為に関わるときには、改正前の商標

法の規定を適用する。当該施行決定前に発生し、当該施行決定後も係属している行為に

関わるときには、改正後の商標法の規定を適用する。 

出所：最高人民法院ウェブサイト 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-6315.html 

1．改正法の条文・対照表
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（８）商標評審委員会による商標法改正決定実施後の商標審判案件に関する問題の通知 

商標評審委員会による商標法改正決定施行後の商標審判案件に関する問題の通知 

商評綜字（２０１４）第１号 

２０１３年８月３０日、第十二回全国人民代表大会常務委員会第四回会議により、「中

華人民共和国商標法の改正に関する決定」が審議・通過された。改正後の商標法は、２

０１４年５月１日に施行される。当事者の法に基づく権利主張に便宜を与えるために、

商標審判案件の関連問題について、以下のとおり通知する。 

一．請求人が商標法改正決定施行前に既に申立てをし、商標評審委員会がまだ審決を下

していない争議案件について、商標評審委員会は、商標法改正決定施行後に無効宣告案

件を参照して案件審理を行い、無効宣告請求に関する裁定を下す。 

二．２０１４年５月１日以前に（５月１日を含まない）、当事者が、商標法改正決定施

行前に商標局が下した異議裁定を受け取った場合、異議申立裁定に関する審判請求を提

出することができ、１５日の法定審判期限を満たした場合、商標評審委員会はこれを受

理する。 

三．請求人は、商標評審委員会に商標審判請求を提出する場合、公表された文書様式（添

付参照）により申請書類に記入しなければならない。当事者は、公表された文書様式（添

付参照）により書類資料を提出しなければならない。紙文書により提出する書類資料は、

印字又は印刷したものでなければならない。 

四．商標審判申請を提出する場合、手数料を納付しなければならない。手数料の納付を

しない場合、商標評審委員会は、あらかじめ請求人に補正通知を送付することなく、改

正後の商標法実施条例に基づき、不受理決定を下す。 

添付：商標審判案件文書様式 

（以下略） 

出所：国家工商行政管理総局商標評審委員会ウェブサイト 

http://www.saic.gov.cn/spw/sbfxza/201404/t20140430_144557.html  
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