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◆公開情報調査 
＜証明＞15 か国・地域 
 諸外国の証明商標制度及び商標法における「認証・証明マーク」に関する規定及び
識別性の要件・考え方並びに地理的表示の保護制度との関係等 

＜定義＞20 か国・地域 
国内外における「商標」の定義及びその考え方並びに我が国における「商標」の
定義に関する課題等 

◆海外質問票調査 

【質問先・質問項目】 

＜証明＞10 か国・地域 

 識別性の要件・考え方 

地理的表示の保護制度との関係 

＜定義＞10 か国・地域 

 「商標」の定義の変遷 

 

 

◆国内ヒアリング調査 

【調査先・調査項目】 

関係団体 

＜証明＞関係団体（1者） 

 証明商標制度導入の必要性 

＜定義＞関係団体（6者） 

 「商標」の定義に識別性を追加する必
要性 

学識経験者等 

＜証明＞学識経験者（7者） 

 特別な証明商標制度を導入する際の 

識別性の要件・考え方等の課題の整理 

＜定義＞学識経験者（6者） 

 「商標」の定義に識別性を追加する際

の課題の整理 

◆委員会 
【委員】学識経験者、弁護士、弁理士等及び関係団体の意見を代表する者（6者） 
【回数】4回 

 

◆目的 

商標の識別性に関する課題の整理として、①我が国において商標法による特別な証明
商標制度を導入する際の識別性等の課題、及び②「商標」の定義に識別性を追加する
ことに関する課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法における制度の在り方の
検討のための基礎資料を作成する 
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Ⅰ. 序 

 

１． 本調査研究の背景と目的 

 

「認証・証明マーク」の保護に関しては、商標法において特別な証明商標制度を規定し

ている国や地域もあれば、団体商標制度の枠組みの中で保護しているところもあるなど、

国や地域により様々な保護制度が存在している。我が国においては、「商標」の定義を定

める商標法第2条第1項1において、商標とは、「業として商品（役務）を証明等する者がそ

の商品（役務）について使用するもの」と定義されていることから、「認証・証明マーク」

は通常の商標として出願・登録し得るものとなっており、特別な証明商標制度は有してい

ない。 

また、「認証・証明マーク」の中には、地理的表示（GI）2と品質的表示のみからなるも

のも存在するところ、商標法においてこのような「認証・証明マーク」について特別な証

明商標制度により保護している国や地域が存在する一方で、商標法において特別な証明商

標制度を有しながら、商標法とは別に独自の地理的表示（GI）等のみからなる「認証・証

明マーク」の保護制度を有する国や地域もある。 

現行の我が国商標法第2条第1項は、「『商標』とは、人の知覚によつて認識することがで

きるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その

他政令で定めるもの（『標章』）であって、業として商品（役務）の生産等をする者がその

商品（役務）について使用をするもの」と定めており、「識別性」は構成要素として含ま

れていない。 

しかしながら、商標の本質的機能は、自他商品役務の識別機能や出所表示機能であり、

裁判例においても、その旨を判示しているものが多数存在している3。また、諸外国・地域

の法令においては、「商標」の定義に識別性を構成要素として規定しているものも多く、

諸外国と同様に、我が国商標法第2条第1項の「商標」の定義に識別性を追加すべきとの指

                         
1
 商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立

体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げる

ものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として

役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） 
2 「地理的表示」とは、TRIPS 協定の定義によれば「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当

該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは

地方を原産地とするものであることを特定する表示」とされている。（TRIPS 協定第 22 条第 1項） 
3 「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持する

ことにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、・・・（略）」（ 判平成 9 年 3 月 11 日・平成 6 年（オ）

第 1102 号）「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品と

の品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、・・・（略）」（東

京高判平成 2 年 3月 27 日・平成１年（行ケ）第 178 号）「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商

品と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質

保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」（東京地判昭和 55 年 7月 11 日・昭和 53 年（ワ）第 255 号） 
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摘がある。 

本調査研究は、商標の識別性に関する課題の整理として、我が国における特別な証明商

標制度を導入する際の識別性等の課題、及び「商標」の定義に識別性を追加することに関

する課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法における「認証・証明マーク」の保護

の在り方及び「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度の在り方の検討のための基礎

資料を作成することを目的とする。 

 

２． 調査研究内容及び実施方法 

 

（１） 公開情報調査 

 

諸外国（15か国・地域）の証明商標制度並びに商標法における「認証・証明マーク」に

関する規定及び識別性の要件・考え方並びに独自の地理的表示（GI）の保護制度と商標法

上の証明商標制度を有する国における両者の関係（調整規定を含む）を調査、整理及び分

析した。また、国内外（20か国・地域）における「商標」の定義及びその考え方並びに我が

国における「商標」の定義に関する課題を調査、整理及び分析した。 

 

（２） 海外質問票調査 

 

米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、ブラ

ジル（10か国・地域）の商標法における「認証・証明マーク」（通常商標・団体商標等によ

る認証・証明マークの保護も含む）についての識別性の要件・考え方及び地理的表示（GI）

の保護制度との関係について調査した。また、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オース

トラリア、中国、韓国、シンガポール、ブラジル（10か国・地域）の商標法における「商

標」の定義の変遷について調査した。 

 

（３） 関係団体ヒアリング調査 

 

 「認証・証明マーク」の保護については、一般社団法人 全国消費者団体連絡会に対して、

我が国の商標法への特別な証明商標制度導入の必要性について、また、「商標」の定義につ

いては、日本弁護士連合会（日弁連）、日本弁理士会（弁理士会）、一般社団法人 日本知的

財産協会（JIPA）、日本化粧品工業連合会（粧工連）、一般社団法人 電子情報技術産業協会

（JEITA）及び一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC）に対して、

我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する必要性等について、ヒアリン

グ調査を行った。 
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（４） 学識経験者ヒアリング調査 

 

 公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえて更に深掘りすることを目的とし、「認証・証

明マーク」の保護については、我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別

性の要件・考え方等の課題の整理、「商標」の定義については、定義に「識別性」を追加す

る際の課題の整理を行うことを目的として調査した。ヒアリングを行った学識経験者は以

下のとおりである。 

 

  小川 宗一  日本大学大学院知的財産研究科/法学研究科 教授 

小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授 

鈴木 將文  名古屋大学大学院法学研究科 教授 

田村 善之  北海道大学大学院法学研究科 教授 

茶園 成樹  大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

宮脇 正晴  立命館大学法学部法学研究科長 教授 （50音順、敬称略） 

 

さらに、「認証・証明マーク」の保護については、以下の学識経験者にも意見を求めた。 

  今村 哲也  明治大学情報コミュニケーション学部 准教授 

 

（５） 委員会 

 

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等）及び関

係団体の意見を代表する者6者を委員とし、我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入す

る際の識別性の要件・考え方及び地理的表示（GI）の保護制度との関係（調整規定を含む）

並びに我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加するとした場合の法制的及

び実務的な課題について、専門的な視点からの検討及び検討結果の取りまとめを行った。 

 

Ⅱ． 「認証・証明マーク」の保護の観点からの識別性に関する課題 

 

１. 証明商標の識別性についての考え方 

 

証明商標の識別性及び証明商標制度の制度設計を考えるに当たっては、議論の前提とし

て、どのようなニーズがあり、何を保護しようとするのかという政策的判断について十分

に議論する必要があることが、多くの委員及びヒアリングを行った学識経験者により指摘

された。特に、地理的表示の保護を目的として地名のみからなる文字商標を保護し得る制

度とするか、商標法の枠内において一定の品質保証能力を制度として担保するか等の是非
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により、識別性及び制度設計の考え方は大きく変わり得る。さらに、証明商標の識別性に

ついては、登録後の証明商標にかかる商標権が保護しているものの識別力と、登録の段階

で要求する識別力は区別して議論する必要がある点に留意が必要である。 

公開情報調査の結果、諸外国では、証明商標の識別性について、「証明されている商品等

とそうでないものを識別するもの」として規定されている国が多数あり、あるいは、通常

商標の識別性の規定（定義）を読替える規定を有する国（英国、シンガポール）も存在す

ることから、証明商標の識別性は通常商標のそれとは異なるものと認識されていると思わ

れる。また、証明商標の定義として、「品質・特性等を証明するために使用される商標であ

る」旨が規定されている国も多く、証明商標の機能は通常商標と異なるものとして規定さ

れていると考えられる。 

委員会において、証明商標の保護対象、機能から見たその識別性については、前述のと

おり、ニーズ及び政策的判断に基づいて議論をすべきであるが、諸外国型の証明商標制度

の導入を念頭に置いた場合、その保護対象、機能及び識別性については、通常商標と同じ

出所表示機能に基づく識別性、あるいは、それとは異なる機能に基づく識別性であるとい

ういずれの考え方も取り得るという議論がなされた。 

委員及びヒアリングを行った学識経験者からは、証明商標の識別性を通常商標と同じ出

所表示機能に基づく識別性であると考える理由について、証明商標としての機能は、特定

の者によって認証されているか否かということに基づいて発揮されるものであり、商標が

付されている商品の品質のみに基づいているわけではないこと、すなわち証明商標は結局

のところ品質を保証している出所を示しているものであることが挙げられている。 

一方で、通常商標の有する出所表示機能とは異なる機能に基づく識別性であると考える

理由について、商標権者が商品等の出所ではないということに加え、ある一定の品質基準

をクリアした商品等とそうでないものとを識別できることが証明商標の基本的な識別性で

あると考えられること、そして、この証明商標が証明されている商品等とそうでないもの

を識別するという機能を十分に発揮している状態においては、一つの出所というより、商

品群に対して使われるものであり、また、その主体もグループもしくはより広い概念から

の出所を示すようになることが挙げられている。また、欧州共同体商標規則では、商標権

者が一定の品質・特性を保証するもの、あるいは、品質そのものを識別するものである旨

の規定あるいは解釈もなされているようであり、我が国に導入する証明商標についても同

様の機能に基づく識別性を持つものすることも考えられる。 

いずれにしても、これらの議論は、証明商標の保護対象をどうすべきか、あるいは既存

の商標法に証明商標を導入する際の考え方の整理によって変わり得るものといえる。例え

ば、証明商標を商標法の枠組みに入れるためには、何らかの出所表示機能を有すると考え

るべきであるという意見、現在の審査実務では出所に基づく識別性を前提とした審査が行

われているという実態を考慮すべきという意見があった。 
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２. 「商標」の定義との関係について 

 

委員会においては、「商標」の定義に識別性の文言を入れるとした場合には、通常商標と

証明商標の識別性について１つの定義規定で対応できるのか、あるいは、証明商標の定義

規定を別に置いて、証明商標の識別性の問題を別途考えるのかどうかを、 初の議論とし

て検討する必要があるという議論がなされた。 

公開情報調査結果によれば、諸外国には、証明商標の定義中に、通常商標と異なる識別

性が別途規定されている国(「証明されている商品等とそうでないものを識別するものであ

る」)と、証明商標の識別性が証明商標の定義中には明確に示されていない国(「品質・特

性等を証明するために使用される商標である」)がある。我が国においても証明商標の識別

性の定義を、通常商標と別に設けるか否かは制度設計の考え方により、いずれも取り得る

ものである。 

ただし、通常商標の識別性として厳格な定義を入れた場合、証明商標が商標法の枠内に

収まらなくなることも考えられるという指摘があった。この点、「商標」の定義に「抽象的

識別性」（特定の商品等に関わらない何らかの商品等の関係との関係で識別性を有し得るこ

と）を入れる場合には、証明商標の識別性も、通常商標の「抽象的識別性」に含まれ得る

概念であることから、証明商標の識別性に関する定義規定を別途置かずに一つの定義規定

で対応することも可能ではないかという意見があった。 

また、証明商標について、実際にその商品の品質を証明できるという品質保証の能力を

制度として担保する制度設計にした場合、そのことを証明商標の定義に入れると商標の枠

内に収まらないと考えられることから、それらは登録要件として規定するほうが望ましい

のではないかという意見があり、また、この場合、目的規定(1 条)を変える必要も生じ得る

可能性が指摘された。なお、証明商標の識別性の定義を別途設けることが、「商標」の定義

に識別性の規定を導入する議論に対して阻害的に働くことはないという意見があった。 

 

３. 今後の議論の方向性 

 

証明商標の識別性及び証明商標制度の制度設計を考えるに当たっては、議論の前提とし

て、どのようなニーズがあり、何を保護しようとするのかという政策的判断について、地

理的表示の保護の在り方、一定の品質保証能力を商標制度として担保するか等の是非も含

めて十分に議論する必要がある。また、証明商標の識別性をどのように考えるかは、商標

そのものの識別性について考えることと不可分であり、「商標」の定義に識別性を入れる際

の議論の中でも併せて検討していく必要がある。 

証明商標制度の導入については、需要者（消費者）の保護の観点からのニーズ及びそれ

に基づいた制度設計の在り方についてより詳細な議論が必要である。証明商標制度は複雑
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化する商品表示の現状を背景に、需要者にとってわかりやすい品質等表示制度になり得る

と考えられることから、制度導入の在り方について引き続きさらなる検討を行っていくこ

とが望まれる。 

 

Ⅲ． 「商標」の定義の観点からの識別性に関する課題 

 

１. 「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

「商標」の定義に識別性を追加することについて、産業界を中心に、商取引の現場や商

標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問

題を感じたことがなく、必要と考えないという意見が多数を占めた。一方、法曹界を中心

に、国際ハーモナイゼーションや法理論の観点から識別性を追加すべきとの意見があった。 

 

２. 識別性の追加についての考え方 

 

「商標」の定義への識別性の追加についてどのような立場であっても、これまでの解釈・

運用を大きく変更することは望ましくないという点においては、共通の認識があった。そ

の前提で、これまでの解釈、運用を大きく変えない形で「商標」の定義に識別性を追加す

ることが可能かという点では、立場によって見解が分かれた。 

「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文への影響は、識別性の考え方によっ

て大きく相違する。そのため、条文への影響の検討に先立って、追加する識別性の具体的

な内容（規定文言）について検討しておく必要がある。 

「商標」の定義に追加する識別性についてはいくつかの考え方があるが、代表的な考え

方として、使用者の具体的な商品役務に関わらず、何らかの商品役務との関係で客観的に

識別性があること（抽象的客観的識別性）と、具体的な商品役務との関係において自他商

品役務を客観的に識別できること（具体的客観的識別性）がある。学識経験者ヒアリング

や委員会においては、抽象的客観的識別性を要件とする考え方が、他の条文及び法律への

影響も少ないとの積極的な意見があったが、日本は概念を厳格に規定する傾向があり、条

文上で正確に表すことが難しい抽象的な識別性については、なじまないのではないかとの

指摘もあった。他方、具体的客観的識別性を採用し、商標の機能の広がりに対応して複数

の識別性の概念を定義に反映させるような商標法全体の考え方を整理を行う方法は、現行

法の構成において導入する場合、条文への影響が大きいことが指摘された。 
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３. 今後の議論の方向性 

 

 「商標」の定義に識別性を追加するに当たっては、議論の前提として、できる限り現状

に影響を与えず、かつ理解しやすいものであること、また、条文だけでなく、解釈や運用

への影響に配慮することが必要がある。そこで、追加する識別性について、抽象的客観的

識別性又は具体的客観的識別性が考え得るものとされた。 

今後の検討に当たっては、まず、識別性についての考え方を整理することが求められる。

日本の法制度・実務や、立法の具体的な必要性や十分性を満たす識別性とは何かという議

論が必要である。識別性は、伝統的な出所表示だけでなく、需要者とのブランド・イメー

ジの情報交換を担うコミュニケーション機能を含むものに広がってきていると考えられて

おり、このような商標の機能の拡大は、日本においても、地域ブランド育成を目的とした

地域団体商標制度や新しいタイプの商標の保護制度を始めとして既に見受けられる。「商標」

の定義に識別性を追加する課題については、その必要性に関する調査結果を踏まえた上で、

商標の識別性についての考え方の整理と併せ、引き続き、十分に検討を進めていくことが

望ましい。 

 

Ⅳ. 全体のまとめと考察 

 

本調査研究では、「商標の識別性」に関する課題について「証明商標」及び「『商標』の

定義」の観点から検討を行った。 

証明商標における識別性については、証明商標の保護対象、制度の在り方によって変わ

り得るものであり、制度導入に際して政策的判断も含めたさらなる議論が必要であるが、

これをどのように考えるかは、商標そのものの識別性について考えることと不可分であり、

「商標」の定義に識別性を入れる際の議論の中でも併せて検討していく必要がある。 

また、「商標」の定義に関しては、日本の法制度・実務や、立法の具体的な必要性や十分

性を満たす識別性とは何かを十分に議論する必要がある。そして、「商標」の定義に識別性

を入れる場合は、できる限り現状に影響を与えず、理解しやすいものが望ましい。 

更に、商標の本質的な機能は、伝統的な出所表示機能だけでなく、需要者とのブランド・

イメージの情報交換を担うコミュニケーション機能にも広がってきているといわれる。こ

のような新たな機能や特別な証明商標制度を導入する際の品質保証機能への対応も含め、

これらを商標法における識別性としていかに保護すべきかが重要な課題であり、引き続き、

十分に検討を進めていくことが望ましい。



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 
 

 「認証・証明マーク」の保護に関しては、商標法において特別な証明商標制度を規定し

ている国や地域もあれば、団体商標制度の枠組みの中で保護しているところもあるなど、

国や地域により様々な保護制度が存在している。我が国においては、「商標」の定義を定

める商標法第2条第1項において、商標とは、「業として商品（役務）を証明等する者がそ

の商品（役務）について使用するもの」と定義されていることから、「認証・証明マーク」

は通常の商標として出願・登録し得るものとなっており、特別な証明商標制度は有してい

ない。 

 

 また、現行の我が国商標法第2条第1項は、「『商標』とは、人の知覚によつて認識するこ

とができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、

音その他政令で定めるもの（『標章』）であって、業として商品（役務）の生産等をする者

がその商品（役務）について使用をするもの」と定めており、「識別性」は構成要素とし

て含まれていない。 

 

 本調査研究は、このような状況を踏まえて、商標の識別性に関する課題の整理として、

我が国における特別な証明商標制度を導入する際の識別性等の課題、及び「商標」の定義

に識別性を追加することに関する課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法における

「認証・証明マーク」の保護の在り方及び「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度

の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的としたものである。 

 

 本調査研究によって得られた我が国における特別な証明商標制度を導入する際の識別性

等の課題、及び「商標」の定義に識別性を追加することに関する課題が、今後の我が国の

商標法における「認証・証明マーク」の保護の在り方及び「商標」の定義に識別性を追加

する場合の制度の在り方の検討のための資料となれば幸いである。 

 

 後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会にて貴重なご意見を頂いた委員及びオブザ

ーバー各位、海外質問票調査、関係団体ヒアリング、学識経験者ヒアリングにご協力いた

だいた団体、企業、学識経験者、弁護士、弁理士、海外法律事務所の関係各位に対して、

この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。 
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Ⅰ. 序 

 

１． 本調査研究の背景と目的 

 

「認証・証明マーク」の保護に関しては、商標法において特別な証明商標制度を規定し

ている国や地域もあれば、団体商標制度の枠組みの中で保護しているところもあるなど、

国や地域により様々な保護制度が存在している。我が国においては、「商標」の定義を定

める商標法第2条第1項4において、商標とは、「業として商品（役務）を証明等する者がそ

の商品（役務）について使用するもの」と定義されていることから、「認証・証明マーク」

は通常の商標として出願・登録し得るものとなっており、特別な証明商標制度は有してい

ない。 

また、「認証・証明マーク」の中には、地理的表示（geographical indications:GI）5と

品質的表示のみからなるものも存在するところ、商標法においてこのような「認証・証明

マーク」について特別な証明商標制度により保護している国や地域が存在する一方で、商

標法において特別な証明商標制度を有しながら、商標法とは別に独自の地理的表示（GI）

等のみからなる「認証・証明マーク」の保護制度を有する国や地域もある。 

現行の我が国商標法第2条第1項は、「『商標』とは、人の知覚によつて認識することがで

きるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その

他政令で定めるもの（『標章』）であって、業として商品（役務）の生産等をする者がその

商品（役務）について使用をするもの」と定めており、「識別性」は構成要素として含ま

れていない。 

しかしながら、商標の本質的機能は、自他商品役務の識別機能や出所表示機能であり、

裁判例においても、その旨を判示しているものが多数存在している6。また、諸外国・地域

の法令においては、「商標」の定義に識別性を構成要素として規定しているものも多く、

諸外国と同様に、我が国商標法第2条第1項の「商標」の定義に識別性を追加すべきとの指

                         
4
 商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立

体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げる

ものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として

役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） 
5 「地理的表示」とは、TRIPS 協定の定義によれば「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当

該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは

地方を原産地とするものであることを特定する表示」とされている。（TRIPS 協定第 22 条第 1項） 
6 「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持する

ことにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、・・・（略）」（ 判平成 9 年 3 月 11 日・平成 6 年（オ）

第 1102 号）「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品と

の品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、・・・（略）」（東

京高判平成 2 年 3月 27 日・平成１年（行ケ）第 178 号）「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商

品と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質

保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」（東京地判昭和 55 年 7月 11 日・昭和 53 年（ワ）第 255 号） 
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摘がある。 

本調査研究は、商標の識別性に関する課題の整理として、我が国における特別な証明商

標制度を導入する際の識別性等の課題、及び「商標」の定義に識別性を追加することに関

する課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法における「認証・証明マーク」の保護

の在り方及び「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度の在り方の検討のための基礎

資料を作成することを目的とする。 

 

２． 調査研究内容及び実施方法 

 

（１） 公開情報調査 

 

(ⅰ) 「認証・証明マーク」の保護 

 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓

国、シンガポール、ブラジル、カナダ、スペイン、台湾、ニュージーランド、メキシコ（15

か国・地域）の証明商標制度及び商標法における「認証・証明マーク」に関する規定及び

識別性の要件・考え方並びに独自の地理的表示（GI）の保護制度と商標法上の証明商標制

度を有する国における両者の関係（調整規定を含む）を調査、整理及び分析した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・各国又は地域の「認証・証明マーク」に関する保護の規定の比較 

・各国又は地域の「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方 

・各国又は地域の商標法における証明商標制度と独自の地理的表示保護制度の規定及

びその関係 

・我が国の商標法における「認証・証明マーク」の保護の在り方 

 

（ⅱ） 「商標」の定義 

 

 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓

国、シンガポール、ブラジル、カナダ、スペイン、台湾、ニュージーランド、メキシコ、ベ

トナム、ロシア、インド、インドネシア、マレーシア（20か国・地域）における「商標」の

定義及びその考え方並びに我が国における「商標」の定義に関する課題を調査、整理及び

分析した。 
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＜重点調査項目＞ 

・各国又は地域の「商標」の定義の比較 

・各国又は地域の「商標」の定義の変遷 

・我が国の商標法における「商標」の定義の在り方 

 

（２） 海外質問票調査 

 

（ⅰ） 「認証・証明マーク」の保護 

 

米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、ブ

ラジル（10か国・地域）の商標法における「認証・証明マーク」（通常商標・団体商標等に

よる認証・証明マークの保護も含む）についての識別性の要件・考え方並びに地理的表示

（GI）の保護制度との関係について調査した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・各国又は地域の「証明商標」の定義の比較 

・各国又は地域の証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

・各国又は地域の「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方 

・各国又は地域の「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例 

・各国又は地域の証明商標制度と地理的表示保護制度の違い及び相互の保護制度に関

する調整規定 

・各国又は地域の証明商標の使用者 

 

（ⅱ） 「商標」の定義 

 

米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、ブラ

ジル（10か国・地域）の商標法における「商標」の定義の変遷等について調査した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・各国又は地域の「商標」の定義の比較 

・各国又は地域の「商標」の定義の変遷 

・各国又は地域の「商標」の「識別性」 

・各国又は地域の「商標」の使用（「商標的使用」） 
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（３） 関係団体ヒアリング調査 

 

（ⅰ）「認証・証明マーク」の保護 

 

 ヒアリング先（1者） 

一般社団法人 全国消費者団体連絡会 

 

 ヒアリング内容 

我が国の商標法への「認証・証明マーク」の保護に関する特別な証明商標制度導入

の必要性について関係団体にヒアリング調査した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・我が国の商標法における特別な証明商標制度の必要性 

・我が国における「認証・証明マーク」の保護のあり方 

 

（ⅱ）「商標」の定義 

 

 ヒアリング先（6者） 

日本弁護士連合会（日弁連） 

日本弁理士会（弁理士会） 

一般社団法人 日本知的財産協会（JIPA） 

日本化粧品工業連合会（粧工連） 

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA） 

一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC） 

 

 ヒアリング内容 

我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する必要性等について関係団

体にヒアリング調査した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・「商標」の定義に識別性を追加する必要性 

・「商標」の定義に識別性がない現状で、実務上問題となった点 

・「商標」の定義に識別性を追加した場合、実務上良くなると考えられる点、実務上悪

くなる点、困る点 
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（４） 学識経験者ヒアリング調査 

 

 公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえて更に深掘りすることを目的とし、「認証・証

明マーク」の保護については、我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別

性の要件・考え方等の課題の整理、「商標」の定義については、定義に「識別性」を追加す

る際の課題の整理を行うことを目的として調査した。 

 

 ヒアリング先：  

小川 宗一  日本大学大学院知的財産研究科/法学研究科 教授 

小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授 

鈴木 將文  名古屋大学大学院法学研究科 教授 

田村 善之  北海道大学大学院法学研究科 教授 

茶園 成樹  大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

宮脇 正晴  立命館大学法学部法学研究科長 教授 

（50音順、敬称略） 

「『認証・証明マーク』の保護」についてはさらに下記学識経験者にも意見を求めた。 

 今村 哲也  明治大学情報コミュニケーション学部 准教授 

 

 ヒアリング内容 

（ⅰ）「認証・証明マーク」の保護 

 

我が国の商標法に特別な証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方等の課題

の整理について学識経験者にヒアリング調査した。 

 

＜重点調査項目＞ 

・認証・証明マークの保護についての課題及び証明商標制度を導入する必要性 

・「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか 

・「証明商標」と地理的表示保護制度との関係 

・特別な証明商標制度を導入する際に考えられる課題・論点 

 

（ⅱ）「商標」の定義 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する際の課題の整理について学識経験者にヒアリン

グ調査した。 
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＜重点調査項目＞ 

・「商標」の定義に識別性を追加する必要性 

・「商標」の定義に追加すべき識別性の具体的内容 

・「商標」の定義に識別性を追加する際に、条文に与える影響についての課題や論点 

 

（５） 委員会 

 

（ⅰ） 委員構成 

 

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等）及び関

係団体の意見を代表する者6者 

 

（ⅱ） 検討内容 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方及び地理的

表示（GI）の保護制度との関係（調整規定を含む）並びに我が国の商標法における「商標」

の定義に識別性を追加するとした場合の法制的及び実務的な課題について、専門的な視点

からの検討、分析を行うため、委員会による検討及び検討結果の取りまとめを行った。 

 

＜重点検討項目＞ 

・我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の論点 

・「証明商標」の識別性の要件・考え方 

・「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 
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Ⅱ. 「認証・証明マークの保護」の観点からの識別性に関する課題 

 

１. 序 

 

（１） 背景・目的 

 

「認証・証明マーク」とは、一般に「ウールマーク」や「エコマーク」のように、そのマ

ークを商品の販売や役務の提供に際して付されることにより、その商品（役務）が特定の

品質（例えば「ウールマーク」の場合、定められた品質基準を満たしたウール100％のセー

ターである等）を有していることを取引者・需要者に認識させる効果を有するマークをい

う。 

一方、「証明商標」とは、明確な定義は存在しない7ところ、ある商品又は役務について、

その原産地、品質、その他の特徴が、認証機関等の特定の者により認証・証明されたもの

であることを表示するためのマークといえるものであり、認証・証明マークと同一の内容

であると考えることができる。（以下、上記のごときマークを表す語として「認証・証明マ

ーク」の語を使用し、そのマークを保護する制度、あるいはその制度に基づく保護対象を

表す語として「証明商標（制度）」の語を使用する。） 

この「認証・証明マーク」の保護に関しては、商標法において特別な証明商標制度を規

定している国や地域もあれば、団体商標制度の枠組みの中で保護しているところもあるな

ど、国や地域により様々な保護制度が存在している。我が国においては、「商標」の定義を

定める商標法第2条第1項8において、商標とは、「業として商品（役務）を証明等する者がそ

の商品（役務）について使用するもの」と定義されていることから、「認証・証明マーク」

は通常の商標として出願・登録し得るものとなっており、特別な証明商標制度は有してい

ない。 

また、「認証・証明マーク」の中には、地理的表示（GI）9と品質的表示のみからなるもの

も存在するところ、商標法においてこのような「認証・証明マーク」について特別な証明

商標制度により保護している国や地域が存在する一方で、商標法において特別な証明商標

                         
7 証明商標について、現時点において国際的に確立した定義はない。例えば、世界知的所有権機関（WIPO）が作成した文

書（SCT/21/3）によれば、「証明商標は、取引上取り扱われ又は提供される商品又は役務（サービス）であって、証明

商標の所有者によって商品の原産地、材料若しくは製造方法又は役務（サービス）の提供、品質、正確さその他の特徴

との関係について証明されたものを、そのような証明がされていない他の商品又は役務（サービス）と区別するために

使用される又は使用が意図された標識」とされている。 
8 商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立

体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げる

ものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として

役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） 
9 「地理的表示」とは、TRIPS 協定の定義によれば「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当

該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは

地方を原産地とするものであることを特定する表示」とされている。（TRIPS 協定第 22 条第 1項） 
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制度を有しながら、商標法とは別に独自の地理的表示等のみからなる「認証・証明マーク」

の保護制度を有する国や地域もある。 

現在、我が国は、商標法とは別に、農林水産物・飲食料品及び酒類に関して独自の地理

的表示の保護制度を有しているところ、今後、商標法による特別な証明商標制度（通常商

標・団体商標・地域団体商標等による「認証・証明マーク」の保護も含む。）の導入による

「認証・証明マーク」の保護の在り方を検討する上では、商標法において特別な証明商標

制度を有しながら商標法とは別に独自の地理的表示（原産地名称及び伝統的特産品等を含

む。）の保護制度を有する国や地域の制度を理解・把握することが必要である。また、地名

のみからなる地理的表示を「認証・証明マーク」として商標法により保護する場合、識別

性の要件はどのような条件を満たし、かつ、どのような考え方（例えば、日本のように周

知性を要件とするのか、あるいは特定の出所（原産地）・品質等を保証することによりその

要件は満たされるのか等）により証明商標として登録になるのかその内容及びプロセスを

理解・把握することが必要である。 

本調査研究は、商標の識別性に関する課題の整理の一環として、我が国における特別な

証明商標制度を導入する際の識別性等の課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法に

おける「認証・証明マーク」の保護の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目

的として行った。 

 

（２） 実施方法 

 

（ⅰ） 公開情報調査 

 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、諸外国の証明商標制度及び商標法における「認証・証明マーク」

に関する規定及び識別性の要件・考え方並びに独自の地理的表示保護制度と商標法上の証

明商標制度を有する国における両者の関係（調整規定を含む）を調査、整理及び分析した。 

諸外国については、米国、EU（欧州連合）、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、

中国、韓国、シンガポール、ブラジル、カナダ、ニュージーランド、スペイン、台湾、メキ

シコの 15 か国・地域を調査対象とした。 

 

（ⅱ） 海外質問票調査 

 

上記 15 か国・地域のうち、米国、EU（欧州連合）、英国、ドイツ、フランス、オースト

ラリア、中国、韓国、シンガポール、ブラジルの 10 か国・地域を対象に、さらに商標法に

おける「認証・証明マーク」（通常商標・団体商標等による認証・証明マークの保護も含む）
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の識別性の要件・考え方並びに地理的表示保護制度との関係について、現地法律事務所へ

の質問票調査により詳細に調査した。 

 

（ⅲ） 国内ヒアリング調査 

 

① 学識経験者へのヒアリング調査 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方等の課題の

整理を行うことを目的として、商標制度に精通した学識経験者（7者）に対して、下記調査

項目に関するヒアリング調査を実施した。 

 

・認証・証明マークの保護についての課題及び証明商標制度を導入する必要性 

・「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか 

・「証明商標」と地理的表示保護制度との関係 

・特別な証明商標制度を導入する際に考えられる課題・論点 

 

② 関係団体へのヒアリング調査 

 

 我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入することについての需要者（消費者）の立

場からの見解を把握することを目的として、消費者団体（1者）に対してヒアリング調査を

実施した。 

 

（ⅳ） 委員会による検討及び検討結果の取りまとめ 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方及び地理的

表示（GI）の保護制度との関係（調整規定を含む）について、専門的な視点からの検討及

び分析を行うため、本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、

弁理士）及び関係団体の意見を代表する者で構成される調査研究委員会（委員 6 名）を設

置して検討し、下記項目に関する検討結果について報告書として取りまとめた。 

 

・「証明商標」の識別性の要件・考え方 

・我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の論点 

・証明商標制度と地理的表示保護制度との関係 
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２. 公開情報調査〔証明商標制度に関する検討経緯等〕 

 

我が国の商標法への証明商標制度導入に関するこれまでの検討経緯として、産業構造審

議会知的財産政策部会商標制度小委員会において、「地域ブランドの構築を促進する制度の

整備」について検討がなされた際に、証明商標制度の導入について議論が行われている。

また、過去の産業財産権制度問題調査事業において、証明商標制度に関する調査研究が行

われている。 

 なお、諸外国制度に関する公開情報調査結果については、「３.海外質問票調査」の項目

において、海外質問票調査結果と併せて記載した。 

 

（１） 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会での検討 

 

平成15年6月の第1回委員会及び平成15年10月の第4回委員会において、地理的名称一般は

原則識別性がないために商標法における保護対象となっていないところ、地域ブランドの

構築を促進する観点から、諸外国の制度を参照して団体商標制度の改善あるいは証明標章

制度の導入を検討すべきではないかとされた。 

その後、平成16年10月の第9回委員会において、使用による識別力が確立したとは言えな

い段階にある地域ブランド（文字商標）を商標登録できない点を制度的に解決する方策と

して、①EUの「共同体団体商標」的な制度の導入、②団体商標であるが、特定の団体のみ

登録できる制度の導入、③証明商標制度の導入、の3案について議論がされた。その結果、

終的には、②の制度案（現在の地域団体商標制度）が委員からは支持され、証明商標制

度についてはそれ以上の議論がなされなかった。 

なお、上記委員会での議論では、証明商標制度導入に当たっての課題として、①団体等

であれば産地名と商品名とからなる標章を証明商標として登録できるとする理由が説明可

能か、②証明機関が証明商標を自ら使用することを禁止する必要性についてどのように考

えるか、③仮に証明機関が自ら使用できないとした場合には、証明商標が自他識別性機能

を有するか否かについてどのように考えるか、という論点が挙げられている。 

 

（２） 特許庁産業財産権制度問題調査研究における報告 

 

平成 22 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書10では、地理的表示保護の文脈で

証明商標制度導入に関する調査研究が行われた。その中で地域団体商標制度では保護でき

ない地理的表示保護のために証明商標制度を導入する場合に問題となり得る点として、①

                         
10 平成 22 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「地理的表示・地名等にかかる商標の保護に関する調査研究報

告書」平成 23 年 2月 財団法人知的財産研究所 
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商標の構成の柔軟化（地名のみの保護）、②周知性の要件（識別性の要件）の取扱い、③商

標権者となり得る主体と使用権者の拡大、が挙げられている。また、地理的表示にとどま

らず、広く一般の認証マークをも対象とした証明商標制度全般についての検討を深めてい

くことが望ましいのではないかという意見があった。 

また、平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書11では、我が国の認証・証

明マークの実情及び商標法における認証・証明マークの保護について、国内の認証機関・

団体、企業、特許事務所に対するアンケート及びヒアリング調査が行われており、証明商

標制度の導入について一定のニーズがあることが報告されている。 

 

（３） 特定農林水産物の名称の保護に関する法律（地理的表示法） 

 

上記の小委員会及び調査研究が行われたあとの平成 26 年 6 月に「特定農林水産物の名称

の保護に関する法律」（地理的表示法）が成立し、平成 27 年 6 月より我が国でも地理的表

示保護制度が施行されている12。 

制度の大枠は、以下のとおりである13。①「地理的表示」を生産地や品質等の基準ととも

に登録する、②基準を満たすものに「地理的表示」の使用が認められ、GI マークを付すこ

とができる、③不正な地理的表示の使用は行政が取り締まる、④生産者は登録された団体

への加入等により、「地理的表示」を使用できる。制度の概略について下記に示す。 

 

【図表Ⅱ-1】「特定農林水産物の名称の保護に関する法律」（地理的表示法）の概略14 

(1) 保護対象（物） 農林水産物、飲食料品等（酒類等を除く）15 

(2) 保護対象（名称） 地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい16。 

(3) 登録主体 生産・加工業者の団体（法人格のない団体も可）17 

(4) 主な登録要件 ・生産地と結び付いた品質等の特性を有すること18 

・一定期間（概ね２５年）継続して生産された実績があること 

(5) 使用方法 地理的表示は登録標章（GI マーク）と共に使用（義務）19 

                         
11 平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調

査研究報告書」平成 24 年 2 月 一般財団法人知的財産研究所 
12 平成 28 年 12 月時点の登録件数は 24 件である。（農林水産省ホームページ 「登録産品一覧」 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/ [ 終アクセス日：2017 年 1 月 20 日]） 
13「地理的表示法について-特定農林水産物等の名称の保護に関する法律-」農林水産省  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/attach/pdf/index-13.pdf [ 終アクセス日：2017 年 1 月 20 日] 
14 「地域団体商標と地理的表示（GI）の活用 Q&A」5 頁 特許庁商標課 

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm [ 終アクセス日：2017 年

1 月 20 日]より抜粋して作成。 
15 1.農林水産物（食用に供されるものに限る）、2.飲食料品等（酒類等を除く）、3.政令で指定された特定の農林水産物

（観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠）、4.政令で指定された加工品（飼料、漆、竹材、精油、木

炭、木材、畳表、生糸）（地理的表示法 2 条 2項、施行令 1条、2条） 
16 なお、普通名称は登録できない（地理的表示法 13 条 1 項 4号イ）。 
17 地理的表示法 第 6条 
18 地理的表示法 第 2条 2項 
19 地理的表示法 第 4条 1項 
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(6) 品質管理 ・生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開20 

・生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理し、それを国がチェック21 

(7) 効力 地理的表示及びこれに類似する表示の不正使用を禁止22 

(8) 効力範囲 登録された農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等及びこれを主な原料とす

る加工品23 

(9)規制手段 国による不正使用の取締り24 

(10) 費用、保護期間 
登録：９万円（登録免許税） 

更新手続なし（取り消されない限り登録存続） 

(11) 申請先 農林水産大臣（農林水産省）（地理的表示法 7条 1項柱書） 

 

（４） 商標法と地理的表示を保護する法律との調整規定 

 

各法における調整規定については、それぞれ下記のとおり規定されている。 

 

（ⅰ） 商標法 

 

第 26 条 3 項において、地理的表示法における登録生産者団体がその登録に係る地理的表

示を使用する行為には、商標権の効力が及ばない旨が規定されている（商品やその包装に

地理的表示を付す行為（商標法第 26 条 3 項 1 号）、地理的表示が付されたものを譲渡する

行為（同項 2 号）、商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為（同項 3 号））。 

また、ぶどう酒又は蒸留酒について、日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特

許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸

留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶ

どう酒若しくは蒸留酒について使用が禁止されているものについては、登録を受けること

ができない旨が規定されている（商標法第 4条 1項 17 条）。 

 

（ⅱ） 地理的表示法 

 

地理的表示法における申請農林水産物等又はこれに類似する商品等に係る登録商標と同

一又は類似する登録商標がある場合、その地理的表示の登録及び指定をしてはならない旨

が規定されている（第 13 条 1 項 4 号、第 29 条 1 項 2 号）。ただし、商標権者が登録する場

合又は商標権者の承諾があれば登録できる（第 13 条 2 項、第 29 条 2 項）。また、地理的表

示の登録日前の商標登録出願に係る登録商標の商標権者等による使用には地理的表示法の

保護が及ばない旨が規定されている（第 3条 2項 2号、同項 3号）。 

                         
20 地理的表示法 第 6条、第 7 条、第 12 条、第 14 条 
21 地理的表示法 第 6条、第 12 条、第 13 条、第 16 条～22 条 
22 地理的表示法 第 4条 2項 
23 地理的表示法 第 4条 2項 
24 地理的表示法 第 5条 
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（ⅲ） 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（酒団法） 

 

我が国では酒類の地理的表示については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に

よる保護が図られている。その中で商標法との調整規定として、第 86 条の 6に基づく「酒

類の地理的表示に関する表示基準」において、地理的表示の名称と同一若しくは類似する

名称又は地理的表示の名称を含む商標について、酒団法に規定する指定又は確認をした日

前の商標登録出願に係る登録商標に係る商標権者等による使用には酒団法に基づく保護が

及ばない旨が規定されている（酒類の地理的表示に関する表示基準 第 10 項）。 
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３． 海外質問票調査〔諸外国の制度〕 

 

（１） 海外質問票調査の目的 

 

諸外国の証明商標制度並びに商標法における「認証・証明マーク」に関する規定及び識

別性の要件・考え方並びに独自の地理的表示（GI）25の保護制度と商標法上の証明商標制度 

26

を有する国における両者の関係（調整規定を含む）を調査、整理及び分析する。 

 なお、以下では、諸外国制度に関する公開情報調査の結果も含めて記載している。 

 

（２） 海外質問票調査の手法 

 

（ⅰ） 調査対象国・地域の設定 

 

仕様書に規定された米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国の

8か国・地域に、シンガポール、ブラジルを加えた10か国・地域を海外質問票調査の対象国

として選定した。また、加えてカナダ、ニュージーランド、スペイン、台湾、メキシコの5

か国について、公開情報調査の対象とした。 

仕様書規定以外の7か国については、認証・証明マークの保護制度及び地理的表示保護制

度について、下記のようにそれぞれ異なる特徴を有する国を幅広く調査対象として選択し

ている。（Ⅱ 3.(3)(ⅱ)「（ａ）調査対象15か国・地域の制度概要一覧表」も参照） 

 

・シンガポールは、証明標章制度及び独自の地理的表示保護制度（地理的表示法）を有す

る国である。 

・ブラジルは、証明標章制度及び産業財産権法の中で独自の地理的表示保護規定（知的財

産権法第4章「地理的表示」）を有する国である。 

・カナダは、証明標章制度を有し、商標法の中で独自の地理的表示保護規定（商標法第11.11

条～11.2条）を有する国であり、また団体標章制度を有しないという特徴がある。 

・ニュージーランドは、証明商標制度及び独自の地理的表示保護制度（地理的表示登録法）

を有する国である。 

・台湾は、証明標章制度と産地証明標章制度を有し、独自の地理的表示保護制度を有しな

い国である。 

                         
25 TRIPS 協定において地理的表示は「この協定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社

会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又は

その領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。」と定義されている（TRIPS 協

定第 22 条(1)） 
26 以下では、証明商標制度に加え、証明標章制度、保証標章制度を含む総称として証明商標制度という語を用いる。 
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・スペインは、保証標章制度及び地理的表示保護制度としてEU理事会規則の適用及び独自

の地理的保護規定（ぶどう畑、ワイン及びアルコールに関する法令）を有する国である。 

・メキシコは、特別な証明商標制度を有しておらず、独自の地理的表示保護制度（産業財

産権法第Ⅴ部「原産地名称」）を有する国である。 

 

（ⅱ） 海外質問票調査の実施方法27 

 

・調査対象国・地域における商標実務経験の豊富な法律事務所及び弁護士を選定した。 

・質問方法は、別紙の質問票を英語に翻訳して上記の法律事務所に回答を依頼し、英語で

回答を得た。ただし、中国と韓国は日本語で質問し、日本語で回答を得た。 

 

① 海外質問票調査を実施した法律事務所 

 

下記の各現地法律事務所に対して、海外質問票調査を実施した。 

 

米国：Baker Hostetler LLP 

EU：Hogan Lovells International LLP 

英国：Hogan Lovells International LLP 

ドイツ：Hogan Lovells International LLP 

フランス：Hogan Lovells (Paris) LLP 

オーストラリア：Hogan Lovells （CORRRS CHAMBER WESTGARTH） 

中国：北京林達劉知識産権代理事務所 

韓国：金・張法律事務所 

シンガポール：Baker & MaKenZie/Wong & Leow LLC 

ブラジル：Trench, Rossi E Watanabe Advogados 

 

② 海外質問票調査の内容 

 

下記項目を調査項目として設定した。 

・各国における証明商標の識別性の規定 

・証明商標の保護対象についての規定の有無（地理的表示を含むか等） 

・地理的表示（地名）を証明商標として保護するとした場合の絶対的拒絶理由の適用

                         
27 本海外質問票調査は、各国の特許庁や裁判所の公式見解ではなく、法律事務所の商標実務に詳しい弁護士に依頼して

得られた回答であるため、誤解に基づく回答が含まれている可能性がある。また、10 か国（地域）共通の質問とした

ため当該国（地域）の法制度に沿わない質問に対する回答が含まれている可能性がある。 
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についての特別規定（識別性の考え方） 

・地理的表示を保護する他の制度との調整規定 

 

③ 海外質問票調査の実施時期 

 

平成28年8月15日～10月7日 

 

（３） 海外質問票調査の結果 

 

（ⅰ） 調査項目ごとの調査結果（概要：15か国・地域28） 

 

① 各国の認証・証明マークに関する特別な保護制度 

 

・公開情報調査及び海外質問票調査対象国・地域15か国のうち、以下の12か国・地域にお

いては、認証・証明マークの特別な保護制度として、証明商標/証明標章/保証標章制度

が設けられている。 

 

米国（証明標章）、EU（欧州連合証明標章）、英国（証明標章）、オーストラリア（証明商

標）、中国（証明商標）、韓国（証明標章/地理的表示証明標章）、シンガポール（証明標章）、

ブラジル（証明標章）、カナダ（証明標章）、ニュージーランド（証明商標）、スペイン（保

証標章）、台湾（証明標章/産地証明標章） 

 

・ドイツ及びメキシコでは、団体標章制度により、認証・証明マークの特別な保護がなさ

れている。 

・フランスでは、団体標章の中に、団体証明標章制度が設けられている。 

 

② 証明商標の定義 

 

 各国・地域において、それぞれ下記のように法定されている。 

 

1) 米国（証明標章）：商標法第45条(15 U.S.C. §1127) 証明標章 

「証明標章。「証明標章」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合で

あって、次の条件に該当するものを意味する。 

                         
28 海外質問票調査の対象国（10 か国・地域）についての詳細は、資料編 I-1（海外質問票調査結果の詳細（10 か国・地

域））及び資料編 I-2（海外質問票調査の国別の回答（10 か国・地域）を参照。 
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(1) その所有者以外の者によって使用されているか、又は 

(2) それを、その所有者が所有者以外の者に取引上使用させる誠実な意図を有してお

り、かつ、この章によって設定された主登録簿への登録を出願するものであって、 

その目的が当該人の商品若しくはサービスに関する地域的若しくはその他の出所、材

料、製造方法、品質、精度若しくはその他の特徴、又はその商品若しくはサービスにつ

いての作業若しくは労働が組合若しくはその他の組織の構成員によって行われたこと

を証明することにあるもの」 

 

2) EU（欧州連合証明標章）：欧州連合理事会規則 第74a条 欧州連合証明標章 

「1. 欧州連合証明標章とは、地理的出所を除き、材料、商品の製造方法や役務の提供

方法、品質、精度その他の特徴について証明された商品又は役務を、そのような証明の

ない商品又は役務から識別する機能を有するマークの権利者が証明した商品又は役務

につき、それを出願対象としており識別することができるマークとして説明される、欧

州連合商標である。」 

 

3) 英国（証明標章）：商標法第50条 証明標章 

「(1) 証明標章とは、当該標章が使用される商品又はサービスについて、その原産地、

原材料、製造方法若しくは提供方法、品質、精度又はその他の特徴が標章の所有者によ

って証明されていることを表示する標章をいう。」 

 

4) ドイツ（団体標章）：商標法 第97条 団体標章 

「(1) 第3条にいう商標として保護することができるすべての記号であって、団体標章

の所有者の構成員の商品又はサービスを、所定の企業による出所若しくは原産地、種

類、品質又はその他の特性に従って、他の事業のそれから識別することができるもの

は、団体標章として登録することができる。」 

 

5) フランス（団体証明標章）：知的財産権法 第L715条1 

「標章が、登録の所有者によって発行された使用規約に従う者によって使用されると

きは、団体標章として区分される。 

団体証明標章は、特に内容、属性又は品質等についてそれぞれの規約に記載された特性

を表示する商品又はサービスに付されるものとする。」 

6) オーストラリア（証明商標）：商標法 第169条 「証明商標とは何か」 

「「証明商標」とは、次の商品又はサービス、すなわち、 

(a) 業として取引又は提供され、かつ 

(b) ある者(「証明商標の所有者」)又はその者によって承認された他の者が、(商
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品の場合は)原産地、原料又は製造方法を含め、品質、精度又はその他の特徴につ

いて証明したものを、 

業として取引又は提供されるが前記の証明を受けていない他の商品又はサービスか

ら識別するために使用されるか又は使用が予定される標識をいう。 

［注：証明される商品又はサービスには、証明商標所有者又は当該所有者によって商

品又はサービスの証明をすることを承認された者を含め、何人の商品又はサービス

をも含めることができる。］」 

 

7) 中国（証明商標）：商標法 第三条 第3款 

「この法律で証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役

務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品

又は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその

他の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。」 

 

8) 韓国（証明標章/地理的表示証明標章）：商標法 

・第2条第1項第7号 

「「証明標章」とは、商品29の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明し管理

することを業とする者が、他人の商品についてその商品が品質、原産地、生産方法又

はその他の特性を満たすことを証明するのに使用させるための標章をいう。」 

 

・第2条第1項第8号 

「「地理的表示証明標章」とは、地理的表示を証明することを業とする者が、他人の商

品についてその商品が定められた地理的特性を満たすことを証明するのに使用する

標章をいう。」 

 

9) シンガポール（証明標章）：商標法 第61条(1) 「証明標章」 

「(1）証明標章とは、次の商品又はサービス、すなわち、 

(a)業として取り扱われる又は提供されるもの、及び 

(b)原産地、材料、商品の製造方法又はサービスの履行方法、品質、精度その他の

特徴に関して証明標章の所有者が証明したものを、 

業として取り扱われ又は提供されたがかく証明されていないその他の商品又はサービ

スと区別するために用いる又は用いることを意図する標章を意味する。」 

                         
29 韓国商標法第 2条第 1項第 1 号では、「“商標”とは、自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除いてはサー

ビスまたはサービスの提供に関連された物件を含む。以下同じ。)と他人の商品を識別するために使用する標章をいう。」

と定義されており、「商品」には役務の概念が含まれている。 
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10) ブラジル（証明標章）：産業財産権法 第123条(II) 

「本法の適用上、次に掲げる定義が適用される。 

(II) 証明標章：ある製品又はサービスが、品質、特性、使用した原料及び方法等に関

し、一定の技術的基準又は規格と合致していることを証明するために使用される

標章」 

 

11) カナダ（証明標章）：商標法 第2条 

「「証明標章」とは、 

(a) 商品又はサービスの特性又は品質、 

(b) 商品が生産され又はサービスが提供される作業条件、 

(c) 商品の生産者又はサービスの提供者の属する部類、又は 

(d) 商品が生産され又はサービスが提供される地域、 

に関し、規定基準の商品又はサービスを、その規定基準外の商品又はサービスから識

別する目的で又は識別するように使用される標章をいう。」 

 

12) ニュージーランド（証明商標）：商標法 第5条 

「「証明商標」とは、次の機能を有する標識をいう。 

(a) 図形的に表示すること、及び 

(b) 業として、 

(i) 原産地、素材、製造法、品質、正確性、又はその他の特徴について何人かによ

り証明された商品を、そのように証明されていない商品から識別すること、又

は 

(ii) 品質、正確性、機能又はその他の特徴について何人かにより証明されたサービ

スを、そのように証明されていないサービスから識別すること」 

 

13) スペイン（保証標章）：商標法 第68条(1) 

「(1)保証標章とは、第4条(2)に定める標識のうち、視覚的に表示することができ、そ

の所有者の管理及び許可を条件として多数の企業により使用される標識であって、

当該所有者が特に品質、構成部品若しくは原産地、技術的条件又は当該製品の準備

若しくは当該サービスの提供の方法に関する一定の共通要件を充足することを証

明する標識である。」 

 

14) 台湾（証明標章（産地証明標章））：商標法 第80条 

「証明標章とは、証明標章権者がこれを用いて、他人の商品又は役務の特定の品質、

精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明し、又、これによって、証明さ
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れていない商品又は役務と区別する標識をいう。 

前項によって産地を証明する場合、該地理区域の商品又は役務は特定の品質、名声又

はその他の特性を具えていなければならない。 

証明標章の出願人は該地理の名称又は該地理区域を含む、又は該地理区域を示すこと

のできる標識を産地証明標章として登録出願することができる。」 

 

15) メキシコ（団体商標）：産業財産権法 第96条 

「合法的に結成された生産者、製造者、取引業者又はサービス業者の組織又は団体は、

その構成員の商品又はサービスを市場において第三者の商品又はサービスと識別する

ために団体商標の登録を出願することができる。」 

 

③ 証明商標の定義における識別性の記載 

 

（ａ） 証明商標の定義において、証明商標とは、「証明されている商品等とそうでないも

のを識別するものである」旨が記載されている国・地域は下記のとおりである。 

 

EU、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、台湾 

 

（ｂ） 証明商標の定義において、証明商標とは、「品質・特性等を証明するために使用さ

れる商標である」旨が規定されている国は下記のとおりである。 

 

米国30、英国、フランス、中国、韓国、シンガポール、ブラジル、スペイン 

 

このうち、英国及びシンガポールでは、証明商標の識別性について、下記のとおり、

通常商標の識別性の規定（定義）を読み替える規定を有する。 

 

英国：商標法附則2 第2項 

「証明標章に関し、第1条(1)(商標を構成することができる標識)において、ある事業

の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別するというときは、証

明に係る商品又はサービスをそうでない商品又はサービスから識別することをいう

ものと解する」 

 

                         
30 なお、米国の商標審査マニュアル（Trademark Manual of Examining Procedure;TMEP）には、証明標章の目的は、許可

された使用者（authorized user）の製品等がある一定の特性（certain aspect）を有することを証明することであり、

商業的出所（commercial source）を表すことではない旨の記載がある（TMEP1306.01）。 
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シンガポール：商標法附則2 第2項 

「証明標章に関し、第2条(1)の「商標」の定義における、ある者が業として取り扱う

又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又

はサービスとを区別することは、業として取り扱う又は提供する商品又はサービス

で第61条(1)(b)にいう方法で証明されたものと、かく証明されていないものとを区

別することと解釈する。」 

 

なお、団体標章制度による国（ドイツ、メキシコ）は、「構成員の商品等を他の事業のも

のから識別することができるもの」であることが定義されている31,32。 

 

④ 証明商標制度における保護対象の規定（地理的表示の取扱い） 

 

（ａ） 地理的表示が証明商標制度（団体標章制度）により保護され得る 

 

米国、英国、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、カナダ、ニュージーラン

ド、スペイン、台湾 

ドイツ（団体標章）、フランス（団体証明標章）、メキシコ（団体標章） 

 

このうち、証明商標の定義中に、地理的表示（原産地）が保護対象として明記されてい

る国は下記のとおりである。 

 

米国（地域的その他の出所）、英国（原産地）、ドイツ（原産地）、オーストラリア（原産

地）、中国（原産地）、韓国（原産地）、シンガポール（原産地）、カナダ（生産される地域）、

ニュージーランド（原産地）、スペイン（原産地）、台湾（産地） 

 フランス及びメキシコについては、保護対象として地理的表示は明示されていない。 

 

（ｂ） 地理的表示が証明商標制度の保護対象から除外されている 

 

EU（地理的出所を除外）、ブラジル（地理的表示を除外） 

 

                         
31 ドイツ商標法第 97 条(1)「第 3 条にいう商標として保護することができるすべての記号であって、団体標章の所有者

の構成員の商品又はサービスを、所定の企業による出所若しくは原産地、種類、品質又はその他の特性に従って、他

の事業のそれから識別することができるものは、団体標章として登録することができる。」 
32 メキシコ産業財産権法第 96 条「合法的に結成された生産者、製造者、取引業者又はサービス業者の組織又は団体は、

その構成員の商品又はサービスを市場において第三者の商品又はサービスと識別するために団体商標の登録を出願す

ることができる。 
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 EUでは、「欧州連合証明商標とは、地理的出所を除き、材料、商品の製造方法や役務の提

供方法、品質、精度その他の特徴について証明された商品又は役務を、そのような証明の

ない商品又は役務から識別する機能を有するマークの権利者が証明した商品又は役務につ

き、それを出願対象としており識別することができるマークとして説明される、欧州連合

商標である。」（第74条(a)）と規定されている。 

 

 ブラジルでは、「次に掲げるものは、標章としての登録を受けることができない。（中略）

(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造、又は地理的表示であると誤

認させる虞がある標識」（知的財産権法第124条）と規定されている。 

 

⑤ 本来識別性がない商標（地理的表示、品質表示等のみからなる記述的商標）について、

証明商標（団体標章）としてであれば登録を認める場合の考え方 

 

（ａ） 特定の記述的商標に係る証明商標について、一定の絶対的拒絶理由を適用しない

旨が明確に規定されている国 

 

〔地理的表示について〕 

米国、英国、中国、韓国（地理的表示証明標章）、シンガポール、カナダ、 

スペイン、台湾（産地証明標章） 

ドイツ（団体標章） 

 

地理的表示に係る証明商標について、通常商標には適用される地名からなる商標に関す

る絶対的拒絶理由を適用しないことが規定されている。 

 

米国、英国、シンガポール及びスペインは、記述的な地理的表示について、通常商標と

しては原則登録できないが、証明標章であれば原産地表示を登録できることが、規定され

ている（米国商標法第2条(e)(2)33、英国商標法附則2第3項(1)34、シンガポール商標法附則

2第3項(1)35、スペイン商標法第62条(3)36。）。 

                         
33 米国商標法第 2条(e)(2)「(2)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理的にこれらの商品

を記述するもの。ただし、原産地表示として本巻第 1054 条に基づいて登録することができるものを除く」 
34 英国商標法附則 2第 3項(1)「第 3条(1)(c)に拘らず、取引において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ

標識又は表示からなる証明標章は、登録することができる。」 
35 シンガポール商標法附則 2 第 3 項(1)「3.(1)第 7 条(1)(c)に拘らず、商品又はサービスの原産地を指定するために取

引で使用する標識又は表示で構成される証明標章は、登録することができる。」 
36 スペイン商標法第 62 条(3)「(3) 第 5 条(1)(c)の規定に拘らず、取引上商品又はサービスの原産地を示すために用い

られる標識又は表示は、団体標章として登録することができる。」 
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ドイツも同様に、記述的な地理的表示について、通常商標としては原則登録できないが、

団体標章であれば原産地表示を登録することができる旨が規定されている（ドイツ商標法

第99条37）。 

 

中国では、記述的な地理的表示について、「県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られ

ている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、

又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。」（中国商標法第十条第二

款 但書き）とされている。 

 

韓国では、記述的な地理的表示について、「第1項第3号38(産地に限る)又は第4号39に該当

する標章であっても、その標章が特定商品に関する地理的表示である場合には、その地理

的表示を使用した商品を指定商品(中略)として地理的表示団体標章登録を受けることがで

きる」と規定されており、地理的表示証明標章によれば登録できる場合がある（韓国商標

法第33条第3項）。 

 

カナダでは、商品等の原産地に関わる記述的な証明商標について、当該標章が表示する

地域の行政当局、商業団体であれば、他の登録商標との混同を生じないことを条件に登録

できる（カナダ商標法第25条）。 

 

台湾では、産地証明標章の産地名称には、記述的商標についての絶対的拒絶理由を適用

しないことが規定されている（台湾商標法第84条）。 

 

また、いずれの国においても、使用規則に記載された条件を満たす第三者の使用を拒否

できないことが規定されており、さらに、英国、ドイツ、韓国、シンガポール、スペイン、

台湾では、産地表示についての第三者の正当使用に対して、証明標章権者（団体標章権者）

の権利行使を制限する規定が特に設けられている（英国商標法附則2 第3項(2)40、ドイツ商

標法第100条(1)41、シンガポール商標法附則2 第3項(2)、スペイン商標法第62条(3)42、台湾

                         
37 ドイツ商標法第 99 条「第 8 条(2)2.の要件に合致しない場合であっても、商品又はサービスの原産地を示すために取

引上使用されることがある記号又は表示は、団体標章を構成することができる。」 
38 韓国商標法第 33 条第 1項第 3号「その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工

方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標」 
39 韓国商標法第 33 条第 1項第 4号「顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみからなる商標」 
40 英国商標法附則 2 第 3項(2)「ただし、当該標章の所有者は、工業上又は商業上の公正な慣行に従った(特に、地理的

名称を使用する権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁止する権原を有さない。」 
41 ドイツ商標法第 100 条(1)「第 23 条に起因する保護の制限に加えて、団体標章としての原産地表示の登録は、第三者

が取引上係る表示を使用することを差し止める権利を所有者に与えるものではない。ただし、その使用が、容認され

た道徳原理に従ったものであり、かつ、第 127 条に反しないものである場合に限る。」 
42 スペイン商標法第 62 条(3)「団体標章により付与された権利は、その所有者に対し、第三者が当該標識又は表示を取
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商標法第84条43）。 

 

（ｂ） 本来識別性がない記述的商標に係る証明商標について、登録要件の特別規定が存

在しない国 

 

EU、フランス、オーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、メキシコ 

 

なお、オーストラリアでは、通常商標についての絶対的拒絶理由である、「当該商標がそ

の登録を求める出願人の商品又はサービス(「指定商品又はサービス」)を他人の商品又は

サービスから識別することができない場合は、拒絶されなければならない。」（オーストラ

リア商標法44条(1)）は適用されず、代わりに「その商標が、出願人又は承認証明者によっ

て証明される商品又はサービスを、そのような証明を受けていない商品又はサービスから

識別する能力を有していない場合は、出願は拒絶される）」とした独自の条項（オーストラ

リア商標法第177条(1)）が適用される。 

そのうえで、特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることによる識別性の程度及

び使用により獲得した周知性の程度の両方を考慮する（オーストラリア商標法第177条44）

とされる。 

 

また、ニュージーランドでは、証明商標の絶対的拒絶理由45の審査においては、その識別

性について、証明商標の定義46を考慮しなければならない旨が審査基準に記載されている

（ニュージーランド商標審査基準5.3.1）。 

 

 

 

                         
引上使用することを禁止することを可能にするものではない。ただし、当該使用が工業上又は商業上の公正な慣行に

従い実施されることを条件とする。特に、当該標章は、地理的名称を使用する権利を有する第三者に対して拘束力を

有することができない」（保証標章にも適用される）。 
43 台湾商標法第 84 条「産地証明標章権者は、他人が商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法を以って、その

商品又は役務の産地を表示することを禁止してはならない。」 
44 オーストラリア商標法第 177 条(2)「証明商標が、出願人又は承認証明者によって証明された商品又はサービスを前記

のとおりに識別する能力を有するか否かを決定するに際し、登録官は、次の事項を考慮しなければならない。 

(a) 証明商標がその商品又はサービスを識別するのに本質的に適合している程度、又は 

(b) 証明商標が、その使用又はその他の状況により、その商品又はサービスを識別するのに適合するようになってき

ている程度」 
45 ニュージーランド商標法第 18 条(1) 
46 ニュージーランド商標法第 5条(1)「「証明商標」とは、次の機能を有する標識をいう。 

(a) 図形的に表示すること、及び (b) 業として、 

(i) 原産地、素材、製造法、品質、正確性、又はその他の特徴について何人かにより証明された商品を、そのように

証明されていない商品から識別すること、又は(ii) 品質、正確性、機能又はその他の特徴について何人かによ

り証明されたサービスを、そのように証明されていないサービスから識別すること」 
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⑥ 独自の地理的表示保護制度 

 

各国・地域において、下記のとおり規定されている。（〔〕内は保護対象物品を示す） 

 

（ａ） 農産品以外の地理的表示も対象とした、独自の地理的表示保護制度を有する 

 

・中国（地理的表示保護規定〔特定なし〕、農産物地理的表示管理規則〔農産物〕） 

・シンガポール（地理的表示法〔天然物、農産物、手工芸品、工業製品〕：登録制ではな

い） 

・ブラジル（知的財産権法47〔特定なし〕） 

・メキシコ（知的財産権法48〔特定なし〕） 

 

（ｂ） 農産品を対象とした、独自の地理的表示保護制度を有する 

 

EU、英国、ドイツ、フランス、韓国、スペイン 

 

EU加盟国である、英国、ドイツ、フランス及びスペインでは、EU理事会規則が適用され、

さらに、ドイツ、フランス及びスペインでは、各国独自の地理的表示保護制度が制定され

ている。 

 

（ア） EU及びEU加盟国（EU、英国、ドイツ、フランス、スペイン） 

 

下記のEU理事会規則が適用される。 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012〔農産物及び食料品〕 

EU理事会規則(EU)No.1308/2013〔農産物（牛肉、乳製品、一定のチーズ及びワイン）〕 

EU理事会規則(EU)No.251/2014〔芳香ワイン〕 

EU理事会規則(EC)No.110/2008〔蒸留酒〕 

 

さらに、上記に加え、各国ごとに下記の独自制度を有する。 

 

・ドイツ（商標法内の特別規定49〔特定なし〕：登録制ではない） 

                         
47 ブラジル知的財産法 第 4章 地理的表示 第 176～182 条 
48 メキシコ産業財産権法 第 V部 原産地名称（第 156 条～第 178 条）なお、メキシコでは、下記のとおり規定されてい

る。「原産地名称の所有者はメキシコ国とする。原産地名称は、産業財産権庁の許可がある場合にのみ使用することが

できる。」（第 167 条）。 
49 ドイツ商標法 第 6部 原産地表示 第 126～129 条 



 

- 26 - 

・フランス（農事法典〔農林水産物〕） 

・スペイン（ぶどう畑、ワインおよびアルコールに関する法令〔ワイン〕） 

 

（イ） その他の国 

 

・韓国（農林水産物品質管理法〔農水産物〕、高麗人参産業法〔高麗人参〕、酒税法〔ぶど

う酒、蒸留酒〕） 

 

（ｃ） ワイン、スピリッツについてのみ、独自の地理的表示保護制度を有する 

 

米国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ 

 

・米国（連邦アルコール管理法〔ワイン、スピリッツ〕） 

・オーストラリア（オーストラリアぶどう・ワイン公社法〔ワイン〕） 

・ニュージーランド（地理的表示（ワイン及びスピリッツ）登録法〔ワイン・スピリッツ〕）50 

・カナダ（商標法中に、ワイン・スピリッツの地理的表示登録についての条項がある51） 

 

（ｄ） 独自の地理的表示保護制度を有しない 

 

・台湾 

 

⑦ 商標法及び地理的表示を保護する法律間の調整規定 

 

商標法及び地理的表示を保護する法律において、該当する他の法律を引用している条

文、又は、「登録された商標」、「登録された地理的表示」に類する記載がある条文を両者

の特別な調整規定として抽出した52。TRIPS協定23条2に対応したぶどう酒に関する特別規

定53については、対象としていない。 

 

 

 

                         
50 ニュージーランドの地理的表示法（Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006）は、

2017 年に発効の予定である。https://www.iponz.govt.nz/about-ip/geographical-indications/ [ 終アクセス日：

2017 年 2 月 22 日] 
51 カナダ商標法第 11.11 条～第 11.2 条 
52 例えば、日本の法律でいえば、商標法における第 26 条 3 項 2号、地理的表示保護法における第 3条 2項 2号及び 3 号、

第 13 条 1項 4 号及び 2項、第 22 条 1項 4 号が該当する。 
53 日本の法律でいえば、4条 1 項 17 号に相当する規定。 



 

- 27 - 

（ａ） 商標法における調整規定 

 

（ア） 特別な調整規定が存在する国 

 

EU、ドイツ、フランス、ニュージランド、韓国 

 

・EU理事会規則では、登録された原産地称呼及び地理的表示について、絶対的拒絶理由

として規定されている（EU理事会規則第7条(j)54）。 

・ドイツ商標法では、先に権利の発生している原産地表示について、拒絶理由として規

定されている（ドイツ商標法第13条(1)及び(2)5.55）。 

・フランス知的財産権法では、先に権利の発生している原産地名称について、拒絶理由

として規定されている（フランス知的財産権法 L711 条 4(d)56）。 

・ニュージランド商標法では、地理的表示法に基づいて登録もしくは出願されている地

理的表示について、拒絶理由として規定されている（ニュージランド商標法第 20 条

(1)）。また、登録された地理的表示の合法的な使用は商標権侵害とはならないと規定

されている（ニュージランド商標法第 98 条 A）57。 

・韓国では、農水産物品質管理法により登録された他人の地理的表示について、登録を

受けることができない（韓国商標法第34条1項18条58）。また、特に一定の地理的表示証

明標章に係る出願について、管轄官庁に意見を聴かなければならない旨が規定されて

いる（韓国商標法第51条3項59） 

 

 

                         
54 EU 理事会規則第 7条（絶対的拒絶理由）「(1) 次のものは、登録することができない。…(j) 原産地呼称及び地理的表

示の保護を定める、欧州連合法、国内法又は欧州連合若しくは関係加盟国が締約する国際条約に従い、登録が排除さ

れる商標」 
55 ドイツ商標法第 13 条（その他の先の権利）「(1) 登録商標の先順位に関係する日前に、第 9条から第 12 条までに定め

る権利以外の権利を他の者が取得した場合であって、当該人がドイツ連邦共和国の全領域において当該登録商標の使

用を差し止める権原を有するときは、当該商標の登録は取り消すことができる。(2) (1)にいう他の権利には、特に、

次の権利が含まれる。…5. 原産地表示」 
56 フランス知的財産権法 L711 条 4「標識は、それが先の権利、特に次のものを侵害する場合は、標章として認められな

い。…(d) 保護された原産地名称」」 
57  地 理 的 表 示 法 の 発 効 に 合 わ せ て 発 効 の 予 定 で あ る 。 発 効 予 定 の 改 正 条 文 は 下 記 参 照 。

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0060/latest/DLM7053006.html?search=ts_act%40bill%40regula

tion%40deemedreg_geographical+indications_resel_25_a&p=1［ 終アクセス日：2017 年 2 月 22 日］ 
58 韓国商標法第 34 条(商標登録を受けることができない商標) 「① 第 33 条にもかかわらず次の各号のいずれか一つに

該当する商標に対しては、商標登録を受けることができない。…18.「農水産物品質管理法」第 32 条により登録された

他人の地理的表示と同一・類似の商標であって、その地理的表示を使用する商品と同一と認められる商品に使用する

商標」 
59 韓国商標法第 51 条 3 項「特許庁長は、「農水産物品質管理法」による地理的表示登録対象品目に対して地理的表示団

体標章が出願された場合には、その団体標章が地理的表示に該当するかに関して農林畜産食品部長官又は海洋水産部

長官の意見を聴かなければならない。」 
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（イ） 特別な調整規定が存在しない国 

 

米国、オーストラリア、中国、カナダ、台湾、メキシコ 

 

なお、米国では、商標審査便覧中に連邦アルコール管理法の指定表示（ぶどう栽培地域）

との調整規定が存在する60。 

 

（ｂ） 独自の地理的表示保護法における調整規定 

 

（ア） 特別な調整規定が存在する国 

 

EU（理事会規則(EU)No.1151/2012）、オーストラリア（オーストラリアぶどう・ワイン公

社法）、ニュージーランド（地理的表示（ワイン及びスピリッツ）登録法〔ワイン・スピリ

ッツ〕）61、韓国（農水産物品質管理法） 

 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012は、地理的表示の保護の出願が商標出願より先の場合、

当該商標登録出願は拒絶すること、一方で、商標出願が先になされている場合であっても、

消費者に誤認を生じさせる恐れがない場合には、地理的表示の登録を許容することを規定

している（なお、商標の継続的な使用は許容される）（第6条(4)62、第14条(1)(2)63）。 

 オーストラリアぶどう・ワイン公社法では、登録商標の権利者等が地理的表示の申請に

対する異議申し立てができることを規定している（オーストラリアぶどう・ワイン公社法

第40RB条64） 

                         
60 TMEP§1305.05(h) “American Viticultural Areas” 
61 2017 年に発効の予定である。 
62 EU 理事会規則第 6条 一般的性質、植物品種及び動物品種との衝突、同音異義語及び商標との衝突 

(4)原産地呼称又は地理的表示としての登録を意図された名称は、ある商標の評判及び名声並びにそれが使用されてい

る期間の長さにかんがみて、原産地呼称又は地理的表示として意図された名称を登録することに当該産物の真正の

正体に関して消費者に誤解を生じさせる虞がある場合は、登録してはならない。 
63 第14条 商標、原産地呼称及び地理的表示の間の関係 

(1)原産地呼称又は地理的表示が本規則に基づいて登録されている場合は、使用すると第13条(1)に反することになり、

かつ、同種類の産物に関係する商標の登録については、その商標の登録出願が当該原産地呼称又は地理的表示に関

する委員会への登録出願の提出日後になされた場合は拒絶されなければならない。 

第1段落に違反して登録された商標は、無効とされる。 

本段落の規定は、指令2008/95/ECの規定にも拘らず適用される。 

(2)第 6 条(4)を害することなく、原産地呼称又は地理的表示の保護に係る出願が委員会に提出された日前に連合の領域

内で善意で出願され、登録され又は使用により確立された (その可能性が関係法制により規定されているときに限

る。)商標であって、使用すると第 13 条(1)に反するものについては、原産地呼称又は地理的表示の登録にも拘らず、

当該産物について引き続き使用しかつ更新することができる。ただし、その無効又は取消の理由が共同体商標に関す

る 2009 年 2月 26 日の理事会規則(EC)No.207/2009 又は指令 2008/95/EC に基づいて存在しないことを条件とする。か

かる場合、保護原産地呼称又は保護地理的表示の使用は、関係する商標の使用と共に許容される。 
64 オーストラリアぶどう・ワイン公社法第 40RB 条（登録商標の登録権利者） 
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ニュージーランド地理的表示登録法では、先の出願に係る他人の商標と同一類似である

地理的表示について、登録できないことが規定されている（ニュージーランド地理的表示

登録法第14条～第17条65） 

 

韓国農水産物品質管理法では、先の出願に係る他人の商標について、登録できないこと

が規定されている（韓国農水産物品質管理法第32条9項2号66）。また、先の出願に係る商標

と同一の地理的表示権については、権利が制限されている（韓国農水産物品質管理法第34

条2項2号67）。 

 

（イ） 特別な調整規定が存在しない国 

 

米国、中国、シンガポール、ブラジル、カナダ、メキシコ 

 

 

                         
(1)登録商標の登録権利者は、地理的表示の申請に対する決定について、以下のいずれかの理由に基づいて異議を申立

てることができる。 

(a)当該商標が、申請された地理的表示と同一の語、表現またはその他の表示からなっていること。 

(b)次をいずれも満たしていること。 

(i)当該商標が語、表現またはその他の表示からなっていること。および、 

(ii)申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混同をもたらすおそれがあること。 

(c)次をいずれも満たしていること。 

(i)当該商標が語、表現またはその他の表示を含んでいること。および、 

(ii)申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混同をもたらすおそれがあること。および、 

(iii)権利者がその語、表現またはその他の表示について商標権を有していること。 

(iv)1995 年商標法が定める商標の出願登録を許可するための要件が、出願された商標に関して、一見したところ満

たされていること。および、 

(v)登録後、出願人が当該語、表現またはその他の表示について商標権を有したこと。 
65 発効予定の改正条文については下記参照。

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0060/latest/DLM390756.html?search=ts_act%40bill%40regulat

ion%40deemedreg_geographical+indications_resel_25_a&p=1［ 終アクセス日：2017 年 2 月 22 日］ 
66 韓国農水産物品質管理法  第 32 条 9 項 2 号 「登録申請された地理的表示が「商標法」によって先に出願され又は登

録された他人の商標と同一若しくは類似する場合に該当するときは、登録を拒絶決定し申請者に知らせなければなら

ない。」 
67 韓国農水産物品質管理法  第 34 条 2 項 2 号「地理的表示権が地理的表示登録申請書の提出前に「商標法」によって

登録された商標又は出願審査中である商標に該当するときは、利害当事者相互間に対してはその効力が及ばない。」 
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（ⅱ）調査対象国・地域ごとの調査結果の比較（一覧表） 

（ａ） 調査対象 15 か国・地域の制度概要一覧表 

  商標制度 独自制度（Sui generis） 

  
認証・証明マークを
保護する特別な制度

地理的表示に関する 

特別な規定 
（ワイン、スピリッツのみを対象と

した規定を除く） 

地理的表示保護制度 
ワイン、スピリッツのみを対象とした 

特別な保護制度 

1 米国 証明標章 － － アルコール管理法（ワイン、スピリッツ） 

2 欧州連合（EU） 欧州連合証明標章68 － 
理事会規則 (EU)No.1151/2012 

（ワイン、スピリッツを除く農産品・食料品） 理事会規則 (EU) No.1308/2013（ワイン） 

理事会規則 (EU) No. 251/2013（芳香ワイン） 

理事会規則 (EC) No110/2008（スピリッツ） 

3 英国 証明標章 － 

4 ドイツ 団体標章 
商標法第 6部 原産地表示 

（126 条～136 条） 

5 フランス 団体証明商標 
知的財産法 第Ⅷ巻 第Ⅱ編 

原産地名称（L721-1～L721-12）69

EU 理事会規則 (EU)No.1151/2012 

（ワイン、スピリッツを除く農産品・食料品） 

 
農事法典70（農林水産物） 

6 豪州 証明商標 － － オーストラリアぶどう・ワイン公社法（ワイン） 

7 中国 証明商標 － 
地理的表示製品保護規定 

農産物地理的表示管理規則（農産物） 
－ 

8 韓国 
証明標章/ 

地理的表示証明標章 

地理的表示団体標章 

地理的表示証明標章 
農水産物品質管理法（農林水産物）、高麗人参産業法71 酒税法（ワイン、スピリッツ） 

9 シンガポール 証明標章 － 地理的表示法（天然物、農産物、手工芸品、工業製品） － 

10 ブラジル 証明標章72 － 産業財産法 第 4編 地理的表示 177 条、179 条 － 

11 カナダ 証明標章 －73 － － 

12 ニュージーランド 証明商標 － － 地理的表示（ワイン及びスピリッツ）登録法74 

13 スペイン 保証標章 － EU 理事会規則 
EU 理事会規則（ワイン・芳香ワイン・スピリッツ） 

ぶどう畑、ワイン及びアルコールに関する法令 

14 台湾 
証明標章75 

産地証明標章 

産地証明標章 

産地団体標章 
－ － 

15 メキシコ 団体標章 － 産業財産法 第 V部 原産地名称（第 156 条～第 178 条） － 

  

                         
68 （EU）欧州連合証明標章に関する規定の発効は、2017 年 10 月 1 日である。 
69 （フランス）農林水産物は除く 
70 （フランス）原産地名称統制（AOC） 
71 （韓国）「高麗」という地理的表示に関する規定 
72 （ブラジル）地理的表示は保護対象から除外されている。 
73 （カナダ）ワイン・スピリッツの地理的表示登録について規定されている。地理的表示保護リストに登録を受けることができる。 
74 （ニュージーランド）2017 年に発効の予定である。 
75 （台湾）一般証明標章と産地証明標章の区別がある。 
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（ｂ） 10 か国・地域の制度詳細一覧表（1） 米国、欧州連合（EU）、英国、ドイツ、フランス 

 

  米国 欧州連合（EU） 英国 ドイツ フランス 

 制度 証明標章 欧州連合標章 証明標章 団体標章 団体証明標章 

1 定義 

「証明標章」という用語は、語、名

称、記号若しくは図形又はその結合

であって、次の条件に該当するもの

を意味する。 

(1) その所有者以外の者によって使

用されているか、又は 

(2) それを、その所有者が所有者以

外の者に取引上使用させる誠実

な意図を有しており、かつ、こ

の章によって設定された主登録

簿への登録を出願するものであ

って、 

その目的が当該人の商品若しくは

サービスに関する地域的若しくは

その他の出所、材料、製造方法、品

質、精度若しくはその他の特徴、又

はその商品若しくはサービスにつ

いての作業若しくは労働が組合若

しくはその他の組織の構成員によ

って行われたことを証明すること

にあるもの。（45条） 

欧州連合証明標章とは、地理的

出所を除き、材料、商品の製造方

法や役務の提供方法、品質、精度

その他の特徴について証明され

た商品又は役務を、そのような

証明のない商品又は役務から識

別する機能を有するマークの権

利者が証明した商品又は役務に

つき、それを出願対象としてお

り識別することができるマーク

として説明される、欧州連合商

標である。（第 74a 条（1）） 

証明標章とは、当該標章が使用

される商品又はサービスについ

て、その原産地、原材料、製造方

法若しくは提供方法、品質、精度

又はその他の特徴が標章の所有

者によって証明されていること

を表示する標章をいう。 

（第 50 条） 

第 3 条にいう商標として保護す

ることができるすべての記号で

あって、団体標章の所有者の構

成員の商品又はサービスを、所

定の企業による出所若しくは原

産地、種類、品質又はその他の特

性に従って、他の事業のそれか

ら識別することができるもの

は、団体標章として登録するこ

とができる。（第 97 条） 

標章が、登録の所有者によって

発行された使用規約に従う者に

よって使用されるときは、団体

標章として区分される。 

団体証明標章は、特に内容、属性

又は品質等についてそれぞれの

規約に記載された特性を表示す

る商品又はサービスに付される

ものとする。 

（第 L715 条 1） 

 

2 
証明商標特有の 

識別性の規定 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

証明標章に関し、第 1 条(1)(商標を

構成することができる標識)におい

て、ある事業の商品又はサービスを

他の事業の商品又はサービスから識

別するというときは、証明に係る商

品又はサービスをそうでない商品又

はサービスから識別することをいう

ものと解する。（附則 2 第 2項） 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 
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3 
記述的商標に関する

絶対的拒絶理由と 

その例外規定 

・商品を単に記述するものについて

は、拒絶される（第 2条(e)(1)）。

・地理的に商品を記述するものにつ

いては、拒絶される（第 2 条

(e)(2)）。 

 

・ただし、使用による識別力が獲得

された場合は、上記いずれの場合

も登録され得る（第 2条(f)）。 

・原産地表示又は品質表示のみから

なる商標は、原則として記述的商

標としての絶対的拒絶理由に該当

する（第 7条(c））。 

 

・ただし、使用による識別力が獲得

された場合は、登録され得る（第 7

条(3)）。 

・原産地表示又は品質表示のみから

なる商標は、原則として記述的商

標としての絶対的拒絶理由に該当

する（第 3条(1)(c））。 

 

・ただし、使用により識別力が獲得

された場合は、登録され得る（第 7

条(3)ただし書）。 

・原産地表示又は品質表示のみから

なる商標は、原則として記述的商

標としての絶対的拒絶理由に該当

する（第 8条(2)2）。 

 

・ただし、使用により識別力が獲得

された場合は、登録され得る（第 8

条(3)）。 

・標識又は名称であって、製品又は

サービスの出所、品質等を指定す

る機能を有するものは登録できな

い（第 711 条 2(b)）。 

 

・ただし、使用によって識別性が取

得されることがある（第 711 条 2） 

4 
証明商標についての

絶対的拒絶理由の 

例外規定 

原産地表示は証明標章としてであれ

ば登録され得る（第 2 条(e)(2)ただ

し書）。 

規定なし 
原産地表示は、証明標章としてであ

れば登録され得る（附則2第3項(1)）

原産地表示は、団体標章としてであ

れば登録され得る（第 99条） 
規定なし 

5 

記述的商標（品質、

地名）において証明

商標であれば登録を

認める場合に特有の

識別性の考え方 

証明標章の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

該当なし 

証明標章の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

団体標章の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

該当なし 

6 主体要件 

自然人も法人も登録者となることが

できる。 

・証明に責任を有する証明標章の所

有者であること 

・出願に係る標章につき、製造もし

くは販売に従事していないこと 

（ TMEP 1306.04(b),1306.01(a), 

1306.03(c)） 

・自然人又は法人（公法によって規

律される研究所、機関及び団体を

含む） 

・証明対象となる種類の商品又は役

務の供給に関する事業に従事して

いない場合に限る（第 74a 条(2)）

法人格を有すること。（商標マニュア

ル 4章 3.4.1） 

・標章の所有者が証明に係る種類の

商品又はサービスの供給を含む営

業を行っていないこと（附則 2 第

4項） 

・標章が登録されるべき商品又はサ

ービスを証明することができるこ

と（附則 2 第 7項(1)(b)） 

法的能力を有する団体のみが所有す

ることができる（第 98条） 

商品又はサービスの製造業者、輸入

業者又は販売業者の何れでもない法

人は、団体証明標章を登録すること

ができる（第 L715 条 2(1)） 

7 
特別な 
提出書類 

下記の内容を含む書類 

・証明標章使用の条件 

・出願人がその標章の使用に関して

適法の管理を行う旨の主張 

・出願人がその標章の適用対象であ

る商品又はサービスの生産又は販

売に従事していない旨の主張 

・他人が証明標章をその商品に対し

て及び／又はサービスに関連して

使用できるか否かを決定する基準

書の写し 

（商標規則§2.45） 

当該証明標章の使用に関する規約 

（第 74b 条(1)） 

証明標章の使用を管理する規約 

（附則 2 第 6項(1)） 

その標章の使用を規律する規約を添

付する（第 102 条） 

その標章の使用を規律する規約を添

付する（第 L715 条 2(2)） 
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8 
使用規則 

の取扱 

●記載すべき項目について、明確な

規定はない。 

 

●使用規則の内容については審査さ

れない。関係省庁への照会につい

ての規定はない。 

 

●使用規則は公開される。 

●使用に関する規約は、許諾により

当該マークを使用する者、当該マ

ークによって証明される性質、証

明団体がこれらの性質について審

査する方法及びマークの使用につ

いて監督する方法を特定しなけれ

ばならない。 

 

●第 74a 条及び第 74b 条に規定され

た要件が満たされていない場合又

は使用に関する規約が公共の政策

若しくは受け入れられている倫理

原則に反する場合には、拒絶され

る。 

・関係省庁・他機関への照会につい

ての規定はない。 

 

●公開される 

●使用管理規則には、下記の項目を

表示する（附則 2 パラグラフ

6(2)）。 

・標章の使用を許可された者 

・標章により証明されるべき特徴 

・認証機関が当該特徴を試験する方

法及び標章の使用を管理する方法

・標章の運用について納付すべき手

数料(ある場合) 

・紛争を解決するための手続 

 

●下記の点が審査される。（附則2 第

7項(1)、第 8項(1) 

・上記記載内容を充足しているこ

と。 

・公共の政策又は倫理に反するもの

ではないこと。 

・関係省庁への照会についての明確

な規定は存在しない。 

 

● 使用管理規則は公開される（附則

2 第 10 項） 

 

●規約には下記の項目を記載する

（第 102 条(2)） 

・団体の名称及び所在地 

・団体の目的及び代表 

・構成員資格 

・団体標章を使用する権限を有する

者のグループに関する情報 

・団体標章の使用条件 

・団体標章の侵害の場合における関

係当事者の権利と義務 

 

●規約の審査について、下記の要件

を満たさない場合拒絶される（第

103 条）。 

・上記記載内容を充足していない場

合 

・その標章の使用を規律する規約が

公の秩序若しくは容認された道徳

原理に反するものである場合 

・関係省庁への照会についての明確

な規定は存在しない。 

 

●品質管理規則は公開されていな

い。ただし、マークの使用を規制

する規約は公開されており閲覧で

きる（102 条(4)） 

●規約に記載すべき項目について、

明確な規定はない。 

 

●規約の審査について、それが証明

に関して適用される法律によって

定められた要件を満たさないとき

は、拒絶される（第 L715 条 2(5)）。 

・関係省庁への照会についての規定

はない。 

 

●使用規則の公開に関する規定はな

い。 

9 

証明標章に係る権利

の効力、第三者の正

当な使用に対する 

調整規定 

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

原産地表示に係る証明標章につ

いては、権利が制限されている

（附則 2 第 3 項(2)） 

原産地表示に係る団体標章につ

いては、権利が制限されている

（第 100 条(1)）。 

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

10 
商標権者自身の 
使用の可否 

不可 

（第 45 条） 

不可 

（第 74a 条(2)） 

不可 

（附則 2 第 4 項） 
可 

不可 

（第 L715 条 2(3)） 

11 
管理義務違反に 
対する制裁 

当該標章の使用を管理していないか

若しくは正当に管理することができ

ない場合、第三者の申立てにより、取

消され得る。（第 14条(5)(A)） 

使用に関する規約の規定された使用

条件を満たさないような方法でマー

クが使用されるのを防ぐために、権

利者が合理的な手段をとらない場

合、取消され得る。（第 74i 条(b)）

標章の所有者が当該標章の使用を管

理する規約を遵守せず又は遵守を確

保することができなかった場合、取

消事由となる（附則 2 第 15 項(c)）

団体標章の所有者が、団体の目的に

反する、又は当該商標の使用を規律

する規約に反する方法による団体標

章の不正使用を防止するための適切

な処置を取らない場合、取消事由と

なる（第 105 条(1)2）。 

規定なし 

12 

許諾によりマークを使用

する者を使用権者とみな

す規定、法定実施権等の

規定 

規定なし 規定なし 

いくつかの問題に関して、許諾

によりマークを使用する者を使

用権者と同等に取り扱う旨の規

定がある。 

（附則 2 第 13 項） 

規定なし 規定なし 
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13 
許諾によりマークを使用

する者が損害賠償請求

訴訟を提起できるか。

提起できないと解される 

権利者により特に権限を付され

た場合は、権利侵害に対する訴

訟を提起することができる 

（第 74h(1)） 

許諾によりマークを使用する者

は、損害賠償訴訟を提起できる

（附則 2 第 13 項） 

所有者の同意があれば、損害賠

償訴訟を提起できる（第 101 条

(1)）。 

許諾によりマークを使用する者

は、損害賠償訴訟を提起できな

いと解される（第 L716 条 5） 

14 

損害賠償請求訴訟において、

許諾によりマークを 

使用する者の損害が 

勘案されるか 

勘案されると解される 
勘案される 

（第 74h(2)） 

勘案される 

（附則 2 第 14 項） 

勘案される 

（第 101 条(2)） 
勘案されると解される 

15 
許諾によるマークを使用

する者の使用によって

不使用取消を免れるか

免れ得る 
免れ得る 

（第 15 条(2)） 
免れ得る 

免れ得る 

（第 100 条(2)） 

免れ得る 

（第 L714 条 5(a)） 

16 
商品・役務 

の区分及び料金 

区分：A（商品）、B（役務） 

の 2 区分のみ 

 

料金：1区分あたりの料金は 

通常商標と同額 

区分：通常商標と同一 

 

料金：通常商標と同一 

区分：通常商標と同一 

 

料金：1区分あたりの料金は通常

商標と同額だが、規約の

登録費用が別に必要。 

区分：通常商標と同一 

 

料金：出願料、更新料ともに通常

商標より高額である。 

区分：通常商標と同一 

 

料金：通常商標と同一 

17 
独自の地理的表示 

保護制度 

（対象商品） 

連邦アルコール管理法 

（ワイン、スピリッツ） 

理事会規則 (EU)No1151/2012（ワイン、スピリッツを除く農産品・食料品） 

理事会規則 (EU) No1308/2013（ワイン） 

理事会規則 (EU) No251/2013（芳香ワイン） 

理事会規則 (EC) No110/2008（スピリッツ） 

－ － 
商標法内の特別規定 

（第 126 条～第 129 条） 

・農事法典（原産地名称統制

（AOC））（農林水産物） 

・知的財産法（第7巻第Ⅱ編 原

産地名称） 

18 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

①商標法 

米国ぶどう栽培地域（AVA）に係る表

示の審査に当たっては、事前に商標

政策手続管理者に相談しなければな

らない。（TMEP§1306.05(h)） 

登録：あり 

（第 7条(j)） 

 

効力：なし 

登録：あり 

（3 条(4)） 

 

効力：なし 

登録：あり 

（第 13 条(2）5） 

 

効力：なし 

登録：あり 

（第 L711 条 4） 

 

効力：なし 

19 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

②地理的表示保護制度

規定なし 

理事会規則 (EU)No1151/2012（ワイン、スピリッツを除く農産品・食料品） 

登録：あり（第 6 条(4)、第 14 条(1)(2)） 

効力：あり（第 14 条(2)） 
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（ｂ） 10 か国・地域の制度詳細一覧表（2） オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、ブラジル 

 

  オーストラリア 中国 韓国 シンガポール ブラジル 

 制度 証明商標 証明商標 
① 証明標章 
② 地理的表示証明標章

証明標章 証明標章 

1 定義 

「証明商標」とは、次の商品又はサー

ビス、すなわち、 

(a) 業として取引又は提供され、か

つ 

(b) ある者(「証明商標の所有者」)

又はその者によって承認された

他の者が、(商品の場合は)原産

地、原料又は製造方法を含め、品

質、精度又はその他の特徴につ

いて証明したものを、 

業として取引又は提供されるが前

記の証明を受けていない他の商品又

はサービスから識別するために使用

されるか又は使用が予定される標識

をいう。（第 169 条） 

この法律で証明商標とは、監督能力

を有する組織の管理下にある特定の

商品又は役務に対して使用するもの

であって、かつ当該組織以外の事業

単位又は個人がその商品又は役務に

ついて使用し、同商品又は役務の原

産地、原材料、製造方法、品質又はそ

の他の特別な品質を証明するために

用いる標章をいう（第 3条）。 

「証明標章」とは、商品の品質、原産

地、生産方法又はその他の特性を証

明し管理することを業とする者が、

他人の商品についてその商品が品

質、原産地、生産方法又はその他の特

性を満たすことを証明するのに使用

させるための標章をいう（第 2 条 1

項 7号）。 

 

「地理的表示証明標章」とは、地理的

表示を証明することを業とする者

が、他人の商品についてその商品が

定められた地理的特性を満たすこと

を証明するのに使用する標章をいう

（第 2条 1項 8号）。 

(1）証明標章とは、次の商品又はサー

ビス、すなわち、 

(a)業として取り扱われる又は提供

されるもの、及び 

(b)原産地、材料、商品の製造方法又

はサービスの履行方法、品質、精

度その他の特徴に関して証明標

章の所有者が証明したものを、

業として取り扱われ又は提供され

たがかく証明されていないその他の

商品又はサービスと区別するために

用いる又は用いることを意図する標

章を意味する。（第 61条(1)） 

証明標章：ある製品又はサービスが、

品質、特性、使用した原料及び方法等

に関し、一定の技術的基準又は規格

と合致していることを証明するため

に使用される標章（第 123 条（Ⅱ）） 

 

2 
証明商標特有の 

識別性の規定 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

定義規定以外に特別な規定は存在し

ない。 

証明標章に関し、第 2条(1)の「商標」

の定義における、ある者が業として

取り扱う又は提供する商品又はサー

ビスと、その他の者がかく取り扱う

又は提供する商品又はサービスとを

区別することは、業として取り扱う

又は提供する商品又はサービスで第

61条(1)(b)にいう方法で証明された

ものと、かく証明されていないもの

とを区別することと解釈する。（附則

2 第 2項） 

上記定義規定以外に、特別の規定は

存在しない。 

3 

記述的商標に関する

絶対的拒絶理由と 

その例外規定 

・当該商標がその登録を求める出願

人の商品又はサービス(「指定商品

又はサービス」)を他人の商品又は

サービスから識別することができ

ない場合は、拒絶されなければな

らない（第 41条（1））。 

 

・ただし、出願人による商標の使用

により、識別できる場合は登録さ

れ得る（第 41 条 (3)(b) 又は

(4)(b)(ⅱ)）。 

商品の品質、主要原材料、効能、用

途、重量、数量及びその他の特徴を直

接表示したにすぎない標章について

は、商標として登録することができ

ない（商標法第十一条第一款）。 

 

使用により顕著な特徴を有し、かつ

容易に識別可能なものとなったとき

は、商標として登録することができ

る（商標法第十一条第二款） 

・産地表示又は品質表示のみからな

る商標は、原則として記述的商標と

しての絶対的拒絶理由に該当する

（第 33条第 1項 3号及び 4号）。 

 

・ただし、使用により識別力が獲得

された場合は、登録され得る（第 33

条第 2項）。 

原産地表示又は品質表示のみからな

る商標は、原則として記述的商標と

しての絶対的拒絶理由に該当する

（第 7条(1)(c））。 

 

ただし、使用により識別力が獲得さ

れた場合は、登録され得る（第 7 条

(2)）。 

識別の対象とする製品又はサービス
に関連する、一般的な、必然的な、共
通の、通常の、若しくは単に説明的性
格の標識、又は製品若しくはサービ
スについて、その性質、原産国、重
量、価格、品質及び製品の生産若しく
はサービス提供の時期に係わる特徴
を示すために通常使用される標識は
登録することができない。 
 
ただし、十分に識別的形状を具えて
いるものを除く（第 124 条(VI)）。 
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4 
証明商標についての

絶対的拒絶理由の 

例外規定 

通常の絶対的拒絶理由は適用されな

い。（第 170 条カッコ書き） 

証明される商品等を、そのような証

明を受けていない商品等から識別す

る能力を有していない場合は、出願

は拒絶される（第 177 条(1)） 

地名については、証明商標の一部で

ある場合は登録され得る（商標法第

十条第二款） 

産地、顕著な地理的名称若しくはそ

の略語について、地理的表示証明標

章としてであれば登録され得る（第

33条第 3項） 

原産地表示の証明標章としてであれ

ば登録され得る（附則 2第 3項(1)）
規定なし 

5 

記述的商標（品質、

地名）において証明

商標であれば登録を

認める場合に特有の

識別性の考え方 

特定の出所（原産地）・品質等が保証

されていることによる識別性の程度

及び使用により獲得した周知性の程

度の両方を考慮する（第 177 条） 

証明商標の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

証明標章の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

証明標章の場合には、特定の出所（原

産地）・品質等が保証されていること

をもって、「識別性がある」と考えて、

絶対的拒絶理由の適用をしないと考

えられる。 

該当なし 

6 主体要件 
法人格を有する者 

（第 27 条(2)(c)） 

・法により設立された組織であるこ

と（商標審査基準 第六部分第四

（一）1） 

・出願人は当該証明商標の証明する

特定の商品の品質を監督管理する

能力を持たなければならない（商

標審査基準 第六部分第四（一）2）

商品の品質、原産地、生産方法又はそ

の他の特性を証明し管理することを

業とすることができる者は、他人の

商品についてその商品が定められた

品質、原産地、生産方法又はその他の

特性を満たすことを証明するのに使

用するためにのみ証明標章の登録を

受けることができる（第3条第3項）。

その所有者が証明された種類の商品

又はサービスの供給に関わる事業を

営んでいる場合は、登録されない（附

則 2第 4項） 

出願人が標章が登録される商品又は

サービスを証明する能力を有するこ

と（附則 2第 7項(1)(b)） 

・自然人、又は公法若しくは私法に

基づく法人（第 128 条） 

・証明標章については、証明の対象

とする製品又はサービスに直接の

商業的又は工業的利害関係を有し

ていない法人に限り、その登録出

願をすることができる（第 128 条

(3)）。 

7 
特別な 
提出書類 

証明商標の使用を規制する規約の写

しを提出しなければならない（第173

条(1)）。 

・主体資格証明書類（企業の営業許

可書、非営利事業・社会団体の登録

認可の書類などを含む） 

・所有する専門技術者、専門検査設

備又はその受託を受けた機構の所

有する専門技術者、専門検査設備

などの状況について詳細に説明す

る資料 

（商標審査基準 第六部分第四（一））

 

さらに、地理的表示に係る証明商標

の場合、以下の書類を併せて提出す

る（商標審査基準 第六部分第五（一）

1～4）。 

・当該地理的表示に表記される地域

を管轄する人民政府又は業種主管

部門による地理的表記登録批准の

公文書 

・省級又は省級以上の業種主管部門

の発行する監督能力の証明文書 

・外国人又は外国企業が地理的表示

をもって団体商標、証明商標を登

録出願する場合、出願人はその名

義で当該地理的表示が所属国で法

的に保護されている証明書 

下記書類を願書に添付する（第 36条

第 4項）。 

・使用に関する事項を定めた書類

(法人の場合は定款、法人でない場

合は規約) 

・証明しようとする商品の品質、原

産地、生産方法又はその他の特性

を証明し管理できることを証明す

る書類 

 

地理的表示証明標章については、さ

らに下記の書類を添付する（第 36条

第 5項）。 

・地理的表示の定義に一致すること

を証明することができる書類 

標章の使用を規制する規約を登録官

に提出する（附則 2 第 6項(1)） 

・証明の対象とする製品又はサービ

スの特徴（第 148 条(Ⅰ)） 

・標章所有者が採用する予定の管理

措置（第 148 条（Ⅱ）） 
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8 
使用規則 

の取扱 

●使用を規制する規約には下記項目

を記載する（第 173 条（2）、規則

16.1）。 

・証明商標の適用に関して商品及び

／又はサービスが満たさなければ

ならない要件(「証明要件」) 

・商品及び／又はサービスが証明要

件を満たしているか否かを決定す

るための手順 

・ある者が、商品及び／又はサービ

スが証明要件を満たしているか否

かを評価することを承認される者

(「承認証明者」)になるために有さ

なければならない特性 

・証明商標の所有者又は承認使用者

である者が、商品及び／サービス

に関して証明商標を使用するため

に満たさなければならない要件 

・証明商標の所有者又は承認使用者

である者による証明商標の使用に

関するその他の要件 

・商品及び／又はサービスが証明要

件を満たしているか否かに関する

紛争の解決手順 

・証明商標に関連するその他の問題

に関する紛争の解決手順 

 

●使用を規制する規約は、オースト

ラリア競争及び消費者委員会

（ Australian Competition and 

Consumer Commission：ACCC）で審

査される（第 174 条、第 175 条、

商標規則 16.2-16.7 も参照）。 

 

●証明商標の使用を規制する規約は

公告される（第 179 条） 

1) 使用管理規則は以下のものを含

めなければならない 

（管理弁法第十一条） 

(1）証明商標使用の趣旨 

（2）当該証明商標が証明する商品の

特定の品質 

（3）当該証明商標の条件 

（4）当該証明商標を使用する手続 

（5）当該商標を使用する権利、義務

（6）当該使用管理規則を違反した使

用者が負う責任 

（7）登録権者の当該証明商標を使用

する商品に対する検験監督制度

 

2) 使用管理規則について、上記の内

容が審査される（商標審査基準

第六部分第四（一））。 

 

地理的表示である証明商標の使用管

理規則に対する審査においては、さ

らに指定商品の特定の品質、信用・評

判又はその他の特徴及び生産地域の

範囲などについて審査をおこなう

（商標審査基準 第六部分第四

（二））。 

 

3) 使用規則は公開される 

（管理弁法第十三条） 

1) 規則に記載すべき項目 

(1) 使用に関する事項を定めた書類

（商標法施行令 第 4条第 1項）

・証明しようとする商品の品質、原

産地、生産方法又はその他の特性

・証明標章の使用条件 

・使用条件に違反した者に対する制

裁 

・その他証明標章の使用に必要な事

項 

(2) 品質等を証明し管理できること

を証明する書類（商標法施行令

第 4条第 2項） 

・証明しようとする商品の品質等に

関する試験・検査の基準、手続及び

方法など 

・証明しようとする商品の品質など

を証明し管理するために必要な専

門設備、専門人材など 

・証明標章の使用者に対する管理・

監督など 

・その他証明しようとする商品の品

質などを証明し管理できることを

客観的に証明できる事項 

 

2) 規則の審査 

(1) 使用に関する事項を定めた書類

について、下記のとおり審査さ

れ、拒絶理由となる（第 54条第

6号）。 

・所定の記載がされていない場合 

・その証明標章を使用することがで

きる者に対して正当な事由がない

のに定款若しくは規約により使用

を許諾せず、又は定款若しくは規

約に満たし難い使用条件を規定す

る等、実質的に使用を許諾しない

場合 

(2) 関係行政機関又は商標に関する

知識及び経験が豊富な者に意

見を聞くことができる（第51条

第 2項）。「農水産物品質管理法」

による地理的表示登録対象品

目に対する地理的表示証明標

章出願に対しては、関係行政機

1)規則に記載すべき項目（附則 2 第

6 項(1)、商標ワークマニュアル第

16章第 9節 9.2） 

•標章の使用を許可された者 

•標章によって証明される特徴。 

•証明する団体がその特徴を試験

し、標章の使用を監督する方法。

•標章の使用に関連して納付すべき

手数料（もしあれば）。及び、 

•紛争解決手続。 

 

2)規則の審査（附則 2 第 7項(1)）

・記載が上記要件を満たしているこ

と 

・公序良俗又は容認された道徳倫理

に反さないこと 

 

3)規則の公開 

・規約は公告され、異議申し立ての

対象となる（附則 2 第 9項） 

・登録された証明標章の使用を規制

する規約は、登録簿と同一の方法

で公衆の閲覧に供される（附則 2 

第 10 項）。 

 

1) 規則に記載すべき項目（商標マニ

ュアル 5.15） 

・証明の対象となる商品又は役務の

特徴。商品又は役務の種類、品質、

性質、使用材料、製造［方法］、又

はサービスの提供［方法］につい

て、特に出願人が重要だと考える

事柄を説明すること。 

・証明の対象となる商品又は役務に

ついて規定する特定の法律、規則

又は技術仕様がある場合には、製

法に添付する必要がある。 

・証明の対象となる商品又は役務が

基準に一致していることを証明す

るために、商標権者が用いる管理

措置、ならびに、不適切な商標の使

用の場合の制裁 

 

2) 規則の審査 

 

 

 

3) 規則の公開 

 

明確な規定はない。 
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関の意見を聞かなければなら

ない（第 51条第 3項）。 

 

3) 規則の公開 

公開される 

（第 82 条第 3項、商標法施行令 第

14 条第 1項第 13 号、第 14 号） 

9 

証明標章に係る権利

の効力、第三者の正

当な使用に対する 

調整規定 

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

地理的表示団体標章権について

は、効力の制限が規定されてい

る（第 90 条第 2項）。 

原産地表示に係る証明標章の所有者

は、(特に、地名を使用する権利を有

する者による)工業又は商業上の事

項における誠実な慣行に基づいて標

章又は表示を使用することを禁じる

権利を有さない（附則 2第 3項(2)）

通常商標と同じ 

（特別の規定なし） 

10 
商標権者自身の 
使用の可否 

証明商標の使用を規制する規約に従

っている場合に限り、その証明商標

を使用することができる（第 171 条

（1））。 

不可 

（管理弁法第二十条） 

不可 

（第 3条第 3項） 

不可 

（附則 2 第 4 項） 

不可 

（第 128 条(3)） 

11 
管理義務違反に 
対する制裁 

承認使用者が、証明商標の使用を規

制する規約の規定に従わなかった場

合、被害者から申請があったときは、

登録簿の記入を抹消され得る（第181

条（2）（c））。 

工商行政管理部門による是正命令が

なされ、従わない場合、罰金が科せら

れる（管理弁法第二十一条）。 

証明標章の使用の許諾を受けた者が

定款又は規約に違反して他人に使用

させた場合、又は使用の許諾を受け

た者が定款又は規約に違反して証明

標章を使用することにより、需要者

に商品の品質、原産地、生産方法若し

くはその他の特性に関して混同を生

じさせた場合は、取消事由となる（第

119 条第 1項第 9号ハ） 

所有者が標章の使用を規制する規約

を遵守しなかった若しくはその遵守

を保証しなかった場合は取消事由と

なる（附則 2 第 15 項(c)）。 

使用規約に規定したものとは異

なる条件の下で標章が使用され

たことは消滅事由となる（第151

条（Ⅱ））。 

12 

許諾によりマークを使用

する者を使用権者とみな

す規定、法定実施権等の

規定 

許諾によりマークを使用する者は、

「承認使用者」（approved user）と

称される（第 172 条）。 

証明商標の登録権者は他人がその商

標の使用を許可する場合、一年間以

内に商標局に登録し、商標局はこれ

を公告しなければならない（管理弁

法第 15 条）。証明商標を使用する場

合、登録権者は使用者に「証明商標使

用証」を発行しなければならない（管

理弁法第 19条）。 

許諾によりマークを使用する者を使

用権者とみなす旨の規定、法定の実

施権等の規定はない。 

許諾によりマークを使用する者を使

用権者とみなす旨の規定、法定の実

施権等の規定はない。 

許諾によりマークを使用する者を使

用権者とみなす旨の規定、法定の実

施権等の規定はない。なお、証明標章

を使用するためにはライセンスを必

要とせず、使用規約中に記載されて

いる使用許可をもって足りるものと

されている（第 150 条） 

13 
許諾によりマークを使用

する者が損害賠償請求訴

訟を提起できるか。 

提起できない 

商標権者からの明確な授権を得た場

合に訴訟を提起することができる

（『 高裁判所による商標民事紛争

案件の審理における法律適用の若干

問題に関する解釈』第四条第二項）

許諾によりマークを使用する者は、

損害賠償訴訟を提起できない。 

許諾によりマークを使用する者は、

損害賠償訴訟を提起できない（附則

2 第 13 項反対解釈）。 

提起できると解される 

14 

損害賠償請求訴訟におい

て、許諾によりマークを

使用する者の損害が勘案

されるか 

勘案されない 

損害賠償訴訟において、許諾により

マークを使用者する者の損害は勘案

されないと解される。権利者と許諾

によるマークを使用する者が共同訴

訟する場合に、使用者の実際損失が

考慮されることになると思われる。

権利者が提起した損損害賠償訴訟に

おいて、許諾によりマークを使用者

する者の損害が勘案されるかについ

ては、明確な規定はない。 

権利者が提起した損損害賠償訴訟に

おいて、許諾によりマークを使用者

する者の損害が勘案される（附則 2 

第 14 項）。 

勘案されると解される 
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15 
許諾によるマークを使用

する者の使用によって不

使用取消を免れるか 

証明商標は不使用を理由とした攻撃

による影響を受けない（第 170 条か

っこ書き） 

明確な規定はないが、不使用取消し

を免れることができると解される

（実施条例第六十六条）。 

許諾によるマークを使用する者の使

用によって、登録商標の不使用取消

しを免れると解される。 

許諾によるマークを使用する者の使

用によって、登録商標の不使用取消

しを免れると解される。 

免れると解される 

16 
商品・役務 

の区分及び料金 

区分：通常商標と同一 

 

料金：通常商標と同一 

区分：通常商標と同一 

 

料金：区分あたりの料金は高額

だが、指定商品の個数に対する

限定がない 

区分：通常商標と同一 

ただし、その指定商品・役務は「証明

の対象」、「証明の内容」がともに記載

されていなければならない 

 

料金：通常商標と同一 

区分：通常商標と同一 

 

料金：通常商標と同一 

区分：通常商標と同一 

 

料金：通常商標と同一 

17 
独自の地理的表示 

保護制度 

（対象商品） 

オーストラリアぶどう・ワイン公社

法（ワイン） 

地理的表示保護規定（特定なし） 

 

農産品地理的表示管理規則（農産物）

農水産物品質管理法（農水産物また

は農水産加工品） 

高麗人参産業法（高麗人参） 

地理的表示法（1998 年） 

（天然物、農産物、手工芸品、工業製

品） 

知的財産法 第 4 章 地理的表

示（第 176-182 条） 

（特定なし） 

18 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

①商標法 

なし なし 

登録：あり 

（第 34 条 1項 18 号、第 51 条 3項）

 

効力：なし 

なし なし 

19 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

②地理的表示保護制度

登録：あり 

（第 40RB 条） 

 

効力：なし 

なし 

登録：あり 

（農水産物品質管理法  

第 32 条 9項 2号） 

効力：あり 

（農水産物品質管理法  

第 34 条 2項 2号） 

登録：なし 

 

効力：あり 

なし 

 

  



 

 

-
 4
0 
- 

（ｃ） その他の 5 か国の制度概要一覧表 カナダ、ニュージーランド、スペイン、台湾、メキシコ 

 

  カナダ ニュージーランド スペイン 台湾 メキシコ 

 制度 証明標章 証明商標 保証標章 
証明標章 

産地証明標章 
団体商標 

1 定義 

「証明標章」とは、 

(a) 商品又はサービスの特性又は品

質、 

(b) 商品が生産され又はサービスが

提供される作業条件、 

(c) 商品の生産者又はサービスの提

供者の属する部類、又は 

(d) 商品が生産され又はサービスが

提供される地域、 

に関し、規定基準の商品又はサー

ビスを、その規定基準外の商品又は

サービスから識別する目的で又は識

別するように使用される標章をいう

（第 2条）。 

「証明商標」とは、次の機能を有する

標識をいう。 

(a) 図形的に表示すること、及び 

(b) 業として、 

(i) 原産地、素材、製造法、品質、正

確性、又はその他の特徴につい

て何人かにより証明された商品

を、そのように証明されていな

い商品から識別すること、又は

(ii) 品質、正確性、機能又はその他

の特徴について何人かにより

証明されたサービスを、そのよ

うに証明されていないサービ

スから識別すること 

（第 5条） 

(1)保証標章とは、第 4 条(2)に定め

る標識のうち、視覚的に表示する

ことができ、その所有者の管理及

び許可を条件として多数の企業

により使用される標識であって、

当該所有者が特に品質、構成部品

若しくは原産地、技術的条件又は

当該製品の準備若しくは当該サ

ービスの提供の方法に関する一

定の共通要件を充足することを

証明する標識である。（第 68 条

(1)） 

証明標章とは、証明標章権者がこれ

を用いて、他人の商品又は役務の特

定の品質、精密度、原料、製造方法、

産地又はその他の事項を証明し、又、

これによって、証明されていない商

品又は役務と区別する標識をいう。

前項によって産地を証明する場合、

該地理区域の商品又は役務は特定の

品質、名声又はその他の特性を具え

ていなければならない。 

証明標章の出願人は該地理の名称又

は該地理区域を含む、又は該地理区

域を示すことのできる標識を産地証

明標章として登録出願することがで

きる。（第 80条） 

合法的に結成された生産者、製造者、

取引業者又はサービス業者の組織又

は団体は、その構成員の商品又はサ

ービスを市場において第三者の商品

又はサービスと識別するために団体

商標の登録を出願することができ

る。（第 96条） 

2 
記述的商標に関する

絶対的拒絶理由と 

その例外規定 

第 12 条 商標登録可能な場合 

(1)  

(b) 商品又はサービスに付随して使

用され若しくは使用される予定

のある記述であって、商品又は

サービスの特性若しくは品質、

又は生産及び提供の条件若しく

は生産及び提供に従事する者、

又はそれらの出所について、描

写、手書き又は発音の何れによ

るかを問わず、英語又はフラン

ス語で明示した記述又はそれら

と誤認を生じさせる不備な記述

 

(2) (1)(a)又は(b)の理由により登

録されない商標であっても、そ

れがカナダでその出願人又はそ

の前権利者により使用された結

果、その登録出願の日に識別性

を有するものとなっていたとき

は、登録することができる。 

 

第 18 条 非識別的商標は登録するこ

とができない 

 

(1) 局長は、次のものを登録しては

ならない。 

(c) 商標であって、商品又はサービ

スの種類、品質、用途、価格、原

産地、商品生産若しくはサービ

ス提供の時期、又はその他の特

徴を指定するために業として用

いられる標識又は表示のみによ

って構成されているもの 

 

(2) 登録出願前に商標が、その使用

又はその他の事情の何れかの結

果として識別性を獲得している

場合は、局長は、(1)(b)、(c)、

又は(d)に基づいて商標の登録

を拒絶してはならない。 

第 5条 絶対的禁止事由 

 

(1) 次の標識は、商標として登録す

ることができない。 

 

(c) 商品又はサービスについて、そ

の種類、品質、数量、目的、価

格、原産地、商品の製造又はサ

ービスの提供期間又はその他の

特徴を示すために取引上使用さ

れる可能性がある標識若しくは

表示のみからなるもの 

第 29 条  

 

次に掲げる、識別性を具えていない

情況のいずれかに該当する商標は、

登録することができない。 

1. 指定した商品又は役務の品質、用

途、原料、産地又は関連する特性

を描写する説明のみで構成され

たもの 

 

前項第1号又は第3号が規定する情

況は、出願人が使用しており、しかも

取引上既に出願人の商品又は役務を

識別する標識となっている場合に、

これを適用しない。 

第 90 条 

 

次のものは商標として登録すること

ができない。 

(IV) 特質を全体として判断する時、

商標保護を与えようとしてい

る商品又はサービスを説明す

る全体のものと認められる立

体の名称、図形若しくは形状。

これらは、取引において、商品

の種類、品質、数量、構成、用

途、価格、原産地名称又は生産

時期を特定する機能を果たす

説明的若しくは指示的な用語

を含む。 
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  カナダ ニュージーランド スペイン 台湾 メキシコ 

3 
証明商標についての

絶対的拒絶理由の 

例外規定 

第 25 条 記述的な証明標章 

 

商品又はサービスの原産地に係わる

記述的な証明商標であり、他の登録

商標と混同を生じないものは、当該

標章が表示する地域の一部を含む若

しくは形成する国、州若しくは地方

自治体の行政当局が出願人である場

合、又は当該地域に事務所若しくは

代表者を有する商業団体が出願人で

ある場合は、登録することができる。

ただし、本条に基づいて登録された

何れの標章の所有者も、その標章が

記述的に表示する地域内で製造若し

くは提供された何れの商品又はサー

ビスに関して、当該標章の使用を許

可しなければならない。 

第 55 条 証明商標の登録出願につい

ての審理 

 

(1) 局長又は裁判所が証明商標の出

願を取り扱うときは、局長又は

場合により裁判所は、次の事項

を審理しなければならない。 

(a) 第 32 条に基づく、出願に関連性

のある事項、及び 

(b) その証明商標がそのような商標

であると表示すべきであるか否

かということ、及び 

(c) 出願人は、登録しようとしてい

る証明商標に係る商品又はサー

ビスを証明する資格を有してい

るか否かということ、及び 

(d) 規約草案が(2)に関して満足す

ることができるものであるか否

かということ、及び 

(e) すべての事情を考慮して、出願

されている登録が公共の利益に

なるか否かということ 

 

第 62 条 概念及び所有権 

 

(3) 第 5条(1)(c)の規定に拘らず、

取引上商品又はサービスの原産

地を示すために用いられる標識

又は表示は、団体標章として登

録することができる。団体標章

により付与された権利は、その

所有者に対し、第三者が当該標

識又は表示を取引上使用するこ

とを禁止することを可能にする

ものではない。 

ただし、当該使用が工業上又は

商業上の公正な慣行に従い実施

されることを条件とする。特に、

当該標章は、地理的名称を使用

する権利を有する第三者に対し

て拘束力を有することができな

い。 

 

（第 62 条(3)の規定は、保証標章に

適用される。（第 68条(3)） 

第 84 条  

 

産地証明標章の産地名称には第 29 

条第 1項第 1号及び第 3 項の規定を

適用しない。 

 

規定なし 

4 
独自の地理的表示 

保護制度 

（対象商品） 

なし 

（商標法中に、ワイン・スピリッツの

地理的表示登録についての条項があ

る） 

地理的表示（ワイン及びスピリッツ）

登録法76 

理事会規則(EU)No1151/2012 

（ワイン、スピリッツを除く農産品・食料品） 

理事会規則(EU)No1308/2013（ワイン） 

理事会規則(EU)No251/2013（芳香ワイン） 

理事会規則(EC)No110/2008（スピリッツ） 

 

ぶどう畑、ワインおよびアルコールに関する法令

なし 

産業財産権法 

第 V 部 原産地名称 

（第 156 条～第 178 条） 

5 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

①商標法 

なし 
登録：あり（第 20条） 

効力：あり（第 98条 A） 
なし なし なし 

6 
商標法と地理的表示 

保護制度間の調整規定

②地理的表示保護制度

なし 
登録：あり（第 14条～第 17 号） 

効力：なし 

登録：あり77 

（第 6条(4)、第 14 条(1)(2)） 

効力：あり 

（第 14 条(2)） 

なし なし 

                         
76 ニュージランド地理的表示登録法は 2017 年発効予定。 
77 理事会規則(EU)No1151/2012 
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４. 関係団体ヒアリング調査〔需要者の立場からの証明商標制度の導入ニーズ〕 

 

（１）関係団体ヒアリング調査の目的 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入するニーズについて、消費者の立場からの

見解を把握することを目的とする。 

 

（２）関係団体ヒアリング調査の手法 

 

（ⅰ） ヒアリング調査対象者 

 

以下の団体（1者）にヒアリングを実施した。 

 

一般社団法人 全国消費者団体連絡会 

 

（ⅱ） ヒアリング調査実施方法 

 

① ヒアリング調査項目を事前に送付し、調査実施前に本調査研究の概要と趣旨を説明

の上、ヒアリングを実施した。 

 

② 下記項目を含んだ説明資料を用いて背景説明をおこなった。 

・諸外国の証明商標の例 

・認証・証明マークの定義 

・通常商標と証明商標の違い 

・諸外国における「認証・証明マーク」（英・米・豪）の保護制度と特徴 

・証明商標制度の導入により考えられるメリット 

 

③ ヒアリング調査実施時期 

 

平成28年11月 

 

（ⅲ） ヒアリング調査項目 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入するニーズについて、消費者の立場から

見解を把握するため、下記質問項目を設定した。 
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日本では、認証・証明マークは通常の商標として保護されていますが、諸外国には、認

証・証明マークの保護として、商標法において特別な要件を課す証明商標制度を有して

いるところがあります。そこで、日本の商標法における特別な証明商標制度の必要性に

ついて、お聞かせください。 

 

（３）関係団体ヒアリング調査の結果78 

 

（ⅰ）証明商標制度導入の必要性について 

 

① 商品等の品質表示の現状・問題点について 

 

・これまでは、JIS・JAS法、家庭用品品質表示法など、国が法律で品質を担保してきた。

特に商品の品質が全体的に良くなかった時代には、消費者の選択基準として機能して

おり、消費者を保護する制度として大きな役割を果たしていた。現在は、義務表示、任

意表示等いろいろな表示が乱立している状態であり、消費者からすると大変わかりづ

らい状態である。 

・例えば、食品表示について、現状では法律で決められた一括表示だけでも、商品の裏側

に、原材料・産地などが細かい字で多量に記載されていることに加えて、いわゆるサ

ービス表示等もたくさん記載されており、非常にわかりづらい。 

・また、JIS・JAS法等の商品・役務の品質表示に係る法律は規制法であり、品質チェック

等の行政負担が大きいという問題がある。現在のように多くの商品に多様な品質基準

がある状況には十分対応しきれていないのが現状である。 

・商品・役務の品質表示・産地表示は、消費者にとって中身を正しく表し、わかりやすい

ことが重要であり、消費者が合理的な選択をするための理解しやすい指標が必要であ

る。 

 

② 証明商標制度の導入による消費者の利益 

 

・各団体が使う認証マークの背後に、使用管理規則とともに申請することが義務である

という国の制度が存在し、様々な商品・役務についての多様な表示に一定の形式を担

保できることは価値がある。法律上のルールに基づいて商品に認証マークの表示がさ

れていることが重要と考える。 

・上述①のように、現在の品質表示は複雑化しているので、証明商標が一定の要件に沿

ってある程度の品質を担保できるものとして、商品に一つ（あるいはいくつか）表示

されていると消費者にとってわかりやすい。そのため、証明商標制度は消費者にとっ

てよい制度であると考える。 

 

 

                         
78 関係団体ヒアリングの議事概要は、資料Ⅱ-3「関係団体ヒアリング議事要旨」を参照。 
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③ 証明商標制度の利点 

 

・証明商標制度は行政による監視負担が少ないと思われる。各団体が、自分のマーク（自

己の関係する業界団体の商品）の価値を高めるために不適切な使用に対する監視・差

止を積極的に行うであろうし、それを担保するための直接的な法的手段があるのがよ

い。 

・認証団体（証明商標の権利者）が消費者に直接その認証マークの価値をアピールでき

ることがよい。自らの努力によりその認証マークの価値を管理し、高めることができ

る。 

・現在のように多くの商品に多様な品質基準がある状況では、行政による監視負担が少

ないと思われる証明商標制度により、民間団体・企業が一定の法的裏付け（使用管理

規則とともに一定の形式で登録される）のある認証・証明マークを使用していくのは

現実的に考え得る。 

 

④ その他の証明商標制度により期待される利益・効果 

 

・食品の安全性の観点からは、原料・原産地表示等は、厳密には必須の情報ではない。し

かしながら、人によっては価値のある情報であり、商品選択の基準となる。 

・このような表示は、国が品質も含めて管理する必要は必ずしもなく、認証団体・業界

団体等が証明商標によって、その品質を表示することでよいのではないか。 

・また、証明商標制度は、様々な分野で現在乱立しているいろいろな認証マーク（ある

いは、そのような表示）を、まとめるような法的枠組み・受け皿になることも期待でき

る。 

 

⑤ 証明商標制度設計において検討が必要と考えられる事項 

 

・現在は各業界団体ごとに品質基準を定めているケースが多い。消費者の立場からは、

余りにも多くの証明商標が、同一の製品分野に乱立することは好ましくないので、この

点について制度的に何らかの対応があれば好ましい。 

・例えば、証明商標の主体的要件として、その認証団体自体がある程度知られている、

あるいは業界内で一定の規模がある等の要件が考えられる。また、既に使用されてお

り、その商標がある程度知られていることを要件とすることも考えられる。つまり、証

明商標の登録には一定の使用をその条件とすることも一案。 

・各証明商標が持つ品質管理基準の質を保つための方策についてはさらなる検討が必要

であろう。 

・認証・証明マークの無断使用は、商標を信じた消費者に不利益を与えることになるた

め、認証マークの管理に関しては、適正な運用ルールが必要と思われる。 
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（ⅱ）その他 

 

・日本では、経済のグローバル化に伴って必要とされる国際標準化が遅れている。食品

の基準でも、日本では世界的に用いられているような基準への対応が遅く、無形文化

遺産に認定された和食などへの対応も不十分であり、2020年のオリンピック・パラリ

ンピックに向けて、喫緊の対応課題になっている。 

・全加工食品の原料・原産地表示の義務化が検討されているが、表示の正確性という点

で制度設計に無理が生じている。例えば国産品を奨励するという視点からは、消費者

にとってわかりやすい表示の仕方を検討していく必要があり、証明商標制度に裏付け

られた認証・証明マークの活用もその一つの在り方であると期待される。 
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５. 学識経験者ヒアリング調査〔特別な証明商標制度に関する課題の整理〕 

 

（１） 学識経験者ヒアリング調査の目的 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方等の整理を

行うことを目的とする。 

 

（２） 学識経験者ヒアリング調査の手法 

 

ヒアリング先として、知的財産法を専門とする下記7者の学識経験者を選定した。 

 

（ⅰ） ヒアリング調査対象者 

 

以下の学識経験者にヒアリングを実施した（ヒアリング実施順、敬称略）。 

 

小川 宗一   日本大学大学院知的財産研究科/法学研究科 教授 

小塚 荘一郎  学習院大学法学部 教授 

茶園 成樹   大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

田村 善之   北海道大学大学院法学研究科 教授 

宮脇 正晴   立命館大学法学部法学研究科長 教授 

鈴木 將文   名古屋大学大学院法学研究科 教授 

今村 哲也   明治大学情報コミュニケーション学部 准教授 

 

（ⅱ） ヒアリング調査実施方法 

 

・ヒアリング調査項目を事前に送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリング

の趣旨を説明の上、ヒアリングを実施した。 

・ヒアリング時間は、「商標」の定義と証明商標に関するヒアリングを合わせて、60分

～90分程度で実施した（その内、「証明商標」に関するヒアリング時間はおよそ30

分程度）。 

・ヒアリング調査実施時期は、平成28年10月11日～11月11日である。 

 

（ⅲ） ヒアリング調査項目 

 

我が国の商標法に特別の証明商標制度を導入する際の識別性の要件・考え方等の整理の
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ため、下記質問項目を設定した。 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

（１）現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

（ⅰ）現行法で保護が十分になされているか 

（ⅱ）地理的表示・品質表示等のみからなる認証・証明マークに対する保護は十分

か 

（２）商標法に証明商標制度を導入する必要性 

（ⅰ）証明商標制度で保護すべき対象 

（ⅱ）証明商標制度導入により対応すべき点 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか 

（１）通常の商標の識別性との違い 

（２）地理的表示・品質表示等のみからなる証明商標の識別性の考え方 

 

３. 地理的表示（GI）保護制度との関係 

地理的表示（GI）保護制度と証明商標制度が併存することになった場合の課題・論点

（１）両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等） 

（２）調整規定の要否等 

 

（３） 学識経験者ヒアリング調査結果の概要79 

 

（ⅰ） 認証・証明マークの保護の現状、証明商標制度導入の必要性等 

 

【保護の現状・課題】 

・現行法では、マドリッド協定議定書上の課題（我が国から他の締約国を指定した証明商

標の国際出願をすることができない）があり、証明商標というカテゴリを設ける必要性

があるかもしれない80。 

・地理的表示のみの商標について、第3条2項の適用を受けるのは困難であり、現行制度で

は保護が及んでいない対象があるともいえる81。 

・実質的な意味での認証・証明マークを保護する制度にはなっておらず、通常商標を証明

商標的に用いている状況であり、好ましい状態ではない82。 

                         
79 学識経験者ヒアリングの議事概要は、資料Ⅱ-4「学識経験者ヒアリング議事要旨」を参照。 
80 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
81 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
82 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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・通常商標として登録した認証・証明マークについて、「使用」「使用主体」の整理が必要

である83。 

・現行制度で保護しきれていない認証・証明マークがそれほどあるとは思えない84。 

 

【ニーズ・効果】 

・マドリッド協定議定書上の課題以外の理由に基づく必要性は乏しい85。 

・多くの主要国にある制度なので、国際的ハーモナイゼーションの観点からも制度として

あったほうがよい86。 

・あえて新制度を作って保護する必要性には疑問がある87。 

・証明機関のような団体にとって、一定のニーズはあるかもしれない88。 

・制度を作ることによって新たなニーズの掘り起こしにつながるかもしれない89。 

 

【地理的表示を保護対象とするか】 

・農林水産品以外の分野における地理的表示を証明商標によって保護するニーズもあり得

るのではないか90。 

・地域団体商標制度が既にあるので、これに加えて地域名を保護する新たな制度をさらに

作ることは適当ではない。商標制度が複雑になりすぎる91。 

・日本の場合、シャンパーニュ、ボルドー等のような、地名のみからなる保護すべき地理

的表示があるか疑問である92。 

・産地を証明するような表示、産地に基づく品質を保証している表示の保護のニーズはあ

るかもしれない。地域団体商標では、品質に関する情報については保護されないので、

品質保証機能が強い証明商標制度を導入する意義はあると考える93。 

 

【制度設計の方針・検討すべき課題】 

〔全体方針〕 

・改正のスタンスをまず決めるべきであるが、以下の案が挙げられる94。 

                         
83 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
84 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
85 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
86 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
87 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
88 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
89 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
90 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
91 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
92 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
93 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
94 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
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①案：「通常商標の手直し」 

マドリッド協定議定書対応のためだけの対応として、証明商標というカテゴリを設け

るためだけの改正。現在の通常商標以上の登録要件は特に必要ない。 

②案：「新たな証明商標制度の導入」 

いわゆる「証明商標」が、通常商標と異なる識別性を発揮し得るという実態に即した制

度を導入する改正案。一つの登録で商品・役務を包括的に保護対象として取得するこ

とができるようにし、「証明商標の使用」に対して広く保護が及ぶと定義する。 

・証明商標は、事後的に普通名称化（一般名称化）することはない、とする規定を、証明

商標のメリットとして設けるか、検討の必要がある95。 

・一つの業界に多数の証明商標が乱立することは需要者（消費者）の立場からは望ましく

ない。何らかの予防策、例えば、主体である認証団体の周知度、証明業務の実績等を登

録の際に考慮することも考えられる96。 

 

〔保護客体の要件〕 

・証明商標における保護対象は、本質的に産地や品質を示すものなので、3条の要件の適用

について、これを緩和する必要があり、その特則を設ける理由がある。一方、他人の商

標と類似する商標、公序良俗などに係る商標を、証明商標として特則を設けてあえて保

護する必要性はないと考えられるので、第4条の要件は緩和しない、という整理でよい97。 

・通常商標と同じく、既存の周知商標との関係では、4条を適用して拒絶するようにする必

要がある98。 

 

〔主体要件〕 

・「通常商標の手直し」の場合、濫用される可能性がほとんどないため、主体的要件の制限

を設ける必要はない。一方、「新たな証明商標制度の導入」の場合、ブローカーによる濫

用を抑えるために、証明商標としての特別の審査が必要になる。主体的要件を公的団体

に限ることも考えられる99。 

・認証団体についての主体的要件は必要と考える。例えば、団体の構成員の要件を明らか

に規定する。事業をしていない人、その証明について実績もない人が、急に証明商標の

権利を取得するのは好ましくない100。 

・主体である認証団体の周知度、証明業務の実績等を登録の際に考慮することも考えられ

                         
95 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
96 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
97 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
98 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
99 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
100 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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る。 

 

〔効力・権利範囲〕 

・「通常商標の手直し」の場合、証明商標としての特有の効力はほとんど生じない。一方、

「新たな証明商標制度の導入」の場合、証明商標権の効力は、証明商標としての使用に

対してのみ及び、通常の商標の使用には及ばないが、その代わり、証明商標という分類

に登録しておけば、付される商品や役務の種類は問わず、広く証明商標としての使用に

効力が及ぶ、とすべきであろう。証明商標の効力については、「証明商標の使用」に対し

て保護が及ぶと定義することになる101。 

・証明商標は、証明行為にしか使えない狭い権利とし、出所表示が独占されないようにす

る。指定商品に係る証明行為にしか禁止権が及ばないとし、出所表示として使う行為は

禁止されない、という整理をする。そうであれば、非常に狭い権利になるが、登録要件

として周知性は不要という考え方ができる102。 

・英米型の証明商標のように、通常の商標権として登録されるのであれば、禁止権の範囲

を狭める、又は、何らかの抗弁事由を規定する必要がある103。 

・例えば、地名のみの証明商標の登録を認めた場合であっても、それ以外の記述的商標の

使用に対しては効力が及ばないようにする必要はある104。 

・認証対象の商品と同一・類似の場合について、証明商標権のみなし侵害規定を作れば、

証明業務の区分のみの権利で、多くの商品に対して証明商標の権利が及ぶようにでき

る 

105。 

 

〔指定商品・役務〕 

・「通常商標の手直し」の場合、現行と同じく、使用する商品・役務の区分すべてについて

取得する必要があるとする。一方、「新たな証明商標制度の導入」の場合、一つの登録で

商品・役務を包括的に保護対象として取得することができるようにする106。 

・証明業務の区分のみの権利で、多くの商品に対して証明商標の権利が及ぶように、証明

商標に係る商標権の権利を特別に規定することで、費用負担を軽減する。あるいは、料

金体系を変更して、多数区分も同額とする107。 

 

                         
101 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
102 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
103 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
104 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
105 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
106 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
107 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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〔その他〕 

・使用管理規則について、特許庁での審査は形式的な審査にとどめるべきである。消費者

庁や公正取引委員会のような行政機関とうまく連携して、消費者を騙すような内容のも

のについては排除できるようにする。景品表示法、不正競争防止法などと絡めて、不適

切な使用管理規則を持った証明商標の排除を担保する方策を考えた方がよい108。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性についての考え方、制度導入に際しての課題等 

 

【保護対象、識別性・機能の考え方】 

・議論のスタンス・改正のスタンスにより、変わり得る。 

証明商標の識別性も基本的には出所表示に基づく識別性であり、品質のみに基づく識別

性のような全く異質な識別性ではない、と考える。品質が同じであれば出所識別機能が

害されないということはない。 

ただし、証明商標が理想的に機能している場合には、一つの出所というより、商品群

に対して使われるものであり、また、その主体もグループ若しくはより広い概念からの

出所を示すようになる。その場合、証明商標的使用は、通常の商標的使用とは異なるも

のとなる109。 

・証明商標の保護対象は、狭い意味での出所表示機能ではない何かである。 

その対象は、従来の「品質保証機能」（出所に付随して期待される品質）という言葉で表

現されるものとも異なる機能なので、「品質保証機能」という語は使わないほうがよい。

証明商標は、識別性及び商標機能が従来の商標と異なる商標であるといえる110。 

・ 終的には、どのようなものを証明商標として保護したいかにより、証明商標の識別性

についての考え方を決めるしかない。 

基本的には、ある一定の品質基準をクリアしたものとそうでないものとを識別できるこ

と、及び、そのような商品を生産している団体とそうでない団体(あるいはグループのよ

うなもの)を識別できることが、証明商標の識別性である。 

ただし、前者はいわゆる「品質保証機能」とは少し異なる機能であり、後者も、商標権

者からの出所ではないため、通常商標の「出所表示機能」とは異なる機能である111。 

・証明商標の識別性は、概念的には商標の「抽象的識別性」に含まれるものである。 

なお、制度を導入する際には、確認規定として、証明商標の定義を念のため入れておけ

ばよい。例えば、EUと同様に通常の商標の概念の範疇（商品・役務を識別することがそ

                         
108 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
109 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
110 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
111 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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の本来機能）に入るものという説明になっており、日本でも同様の説明をすればよい 

112。 

・証明商標の保護対象（商標の機能）は、通常の商標と同じく、出所識別であるといって

よい。証明商標として機能するには、需要者が証明商標を見たときに、何らかの証明団

体の存在を認識している必要がある113。 

・品質だけの違いに基づく「識別性」の考え方について、諸外国の考え方（証明されてい

る商品等とそうでない商品等を識別できる）も、一つの整理の仕方である114。 

・証明商標の機能として期待されているのは、品質等保証機能（特定の品質を担保する機

能）のようなものである。証明されている品質がある一定の基準以上であることにより、

その製品の品質を誰かがコントロールしている、ということを需要者が認識できるよう

なものであれば、その証明商標について、識別力があると考えてよい。ただし、出所表示

機能を全く有しないとしてしまうと、現在の商標とは全く別のものになり、商標法での

保護が難しくなる。「地域を出所」とするような、新たな概念を導入する必要が出てくる

のではないか115。 

 

【本来識別性のない地理的表示・品質表示等のみからなる証明商標を登録するとした場合

の、識別性（第3条の登録要件）の考え方】 

・何らかの登録要件を課すとすれば、「特定の産地・品質等が保証されていることをもって、

「識別性がある」と考える。」）との考えを採用するのではないか。周知性を求める必要

はない116,117。 

・地名のみの商標について、需要者がそれを商標であると認識できるか疑問であり、周知

性が登録要件として必要であろう。ただし、現実的には、周知性の要件をクリアするの

は難しい118。 

・周知性を要件とする場合に、例えば第3条3項のような形で、「証明にかかる商品・役務に

使用された結果、証明にかかる商品・役務とそれ以外を識別できる場合」のような文言

を入れるには、かなり整理が必要かもしれない119。 

・証明商標は、多くの場合、品質等保証機能が期待されており、出所表示機能を期待され

ている場面は限定的であるといえる。市場の状況によって、課すべき要件は異なるとい

える120。 

                         
112 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
113 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
114 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
115 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
116 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
117 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
118 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
119 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
120 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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（ⅲ） 地理的表示保護制度との関係 

 

【併存の意義】 

・地理的表示法の地理的表示（GI）として保護を受けたうえで、同じ地理的表示を証明商

標として登録することで、商標法に基づいた権利が発生するということであれば、両制

度の棲み分けは可能であり、併存の価値がある121。 

・証明商標権者には私権を与える、地理的表示法のGIの権利者には私権がない、というこ

とで、両制度の棲み分けは可能であり、併存の価値がある122。 

・地理的表示法は、対象が農林水産物に限定されている一方、証明商標制度は、農林水産

物だけではなく全商品・役務を保護対象とすることができる。また、商標権を権利とし

て付与できるという意義もある123。 

・地理的表示法の場合、私人が権利行使をすることができないので、権利行使のために商

標権を取得する意義はあるかもしれないが、地域団体商標制度を活用することで十分対

応できるのではないか124。 

 

【調整規定】 

・特に新たな調整規定は必要ない。商標権だけに私権が認められていることとの整合性か

ら、商標がやや優先的で、地理的表示法のGIは商標権者の許諾があれば認められる、と

いう現状を崩す必要はない125。 

・両制度間で何らかの重複は必ず生じるので、その点の調整規定は必要126。 

・証明商標の概念が現行の通常商標の概念に含まれるのであれば、現状の調整規定の中で

対応できる127。 

・地理的表示法、品質保証表示を持つ他の法律との関係において、現行第26条3項のような

規定により、調整をするのであろう128,129。 

 

 

 

 

                         
121 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
122 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
123 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
124 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
125 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
126 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
127 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
128 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
129 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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（４） 学識経験者ヒアリング調査結果の詳細 

 

（ⅰ） 認証・証明マークの保護の現状、証明商標制度導入の必要性等 

 

（ａ） 現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

 

認証・証明マークの保護に関し、現行法で保護が不十分な場合があるという指摘があっ

た。 

 

○現行の商標法も、2条1項に「証明し」の文言がはいっているので、認証・証明マーク

は商標法で保護されているともいえる。しかし、実質的な意味での認証・証明マーク

を保護する制度にはなっておらず、通常商標を証明商標的に用いている状況であり、

好ましい状態とはいえない。地域団体商標でも、地域ブランドそのものは保護できて

いるが、商品の品質など実質的なところは保護できていないのではないか 

130。 

 

○地理的表示のみの商標は、現行法では3条2項の適用を受けるしかないが、現実的に3

条2項の適用を受けるのは困難だろう（青森（産）、三ケ日（産）など）。そう考える

と現行制度では保護が及んでいない対象があるともいえる131。 

 

（ｂ） 商標法に証明商標制度を導入する必要性 

 

証明商標制度導入の必要性・ニーズについては、国際的ハーモナイゼーション、マドリッド

プロトコルの対応上、証明商標制度を設けるとよいのではないかという見解があった。 

 

○マドリッド協定議定書上の課題（我が国から他の締約国を指定した証明商標の国際出

願をすることができない）を考えると、我が国でも証明商標のカテゴリを設けるべき

かもしれない132。 

 

○多くの主要国にある制度なので、国際的ハーモナイゼーションの観点からも制度とし

てあったほうがよいのではないか。欧州連合（EU）でも、欧州連合証明標章（EU 

certification mark）制度の導入が決まっている133。 

 

○証明機関のような団体にとって、一定のニーズはあるかもしれない134。 

                         
130 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
131 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
132 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
133 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
134 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
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特に、地理的表示の保護に対するニーズの可能性についての指摘もあった。 

 

○制度を作ることによって新たなニーズの掘り起こしにつながるかもしれない。産地を

証明するような表示、産地に基づく品質を保証している表示の保護はニーズがあるか

もしれない135。 

 

○地理的表示の保護について、（現行の）地域団体商標制度は、商品の持つ「地理的な

出所以外の品質」があることを法的に担保するものではない（国際的な地理的表示は、

土地に固有の品質（テロワール）のようなものをも含むといわれるが、そうした確立

した品質が存在することについて、地域団体商標は法的に担保（保証）していない）。

したがって、地域団体商標では保護されない品質に関する情報について、品質保証機

能が強い証明商標制度を導入する意義はあると考える136。 

 

○農林水産品以外の分野における地理的表示を証明商標によって保護するニーズもあ

り得るのではないか137。 

 

一方、実務上のニーズを把握しているわけではないとしながらも、証明商標制度導入ニ

ーズは限定的ではないかとする意見も見受けられた。 

 

○マドリッド協定議定書上の課題（我が国から他の締約国を指定した証明商標の国際出

願をすることができない）以外の理由に基づく必要性は乏しいように感じる138。 

 

○現行制度で保護しきれていない認証・証明マークがそれほどあるとは思えず、さらに

その中で現実に保護すべきものは余りないように思う。保護することによる弊害を考

えると、あえて新制度を作って保護する必要性には疑問がある139。 

 

特に、地理的表示のみ（地名のみ）あるいは品質表示のみからなる認証・証明マーク（文

字商標）の保護については、そのニーズを疑問視する意見も挙げられた。 

 

○地理的表示保護のニーズについては、地理的表示（GI）保護制度の登録数もそれほど

多くないと聞いており、どの程度あるのかよくわからない。日本の場合、シャンパー

ニュ、ボルドー等のような、地名のみからなる保護すべき地理的表示があるのだろう

か。地名、品質表示も、図形等が含まれれば、識別力を有することに議論の余地はな

く、通常商標として登録されるので、地理的表示（地名）のみ、品質表示のみを保護

                         
135 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
136 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
137 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
138 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
139 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
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するニーズがどれほどあるのだろうか140。 

 

○実際は、品質表示のみからなる表示を保護するニーズがあるかは疑問ではある。やは

り何らかの図形を含んだマークの方が、証明マークとして、消費者により訴求するの

ではないか141。 

 

○日本では既に地理的表示（GI）保護制度が制定されているので、今となっては地理的

表示保護を、証明商標制度の導入理由とするのは難しいのではないか142。 

 

○保護ニーズが一番ありそうなのは、地名だが、地域団体商標制度が既にあるので、こ

れに加えて地域名を保護する新たな制度をさらに作ることは適当ではないように思

われる。そのようなことをすると、商標制度が複雑になりすぎる。むしろ、地域団体

商標制度の中で、地名を保護できるような方策（保護対象を広げる）を考える方がよ

いのではないか。品質表示については、虚偽の表示は、不正競争防止法、景表法で規

制されることから、現状で十分である。商標権の発生によって保護すべきニーズがあ

るようには思えない143。 

 

なお、現状の制度のなかで、地域団体商標制度が既に証明商標に類似した制度として機

能しているのではないか、という見解も示された。 

 

○地域団体商標は、直接的に製品の品質の担保はしていないが、地域の活性化をめざす

団体による自主的な商標管理・品質管理の結果として、実質上は品質も保証されてい

る（担保されている）といってよいのではないか144。 

 

○地域団体商標は、実質的に特定の品質を保証する機能があることを考えると、一種の

証明商標であると考えることもできる145。 

 

 

（ⅱ） 「証明商標」の識別性についての考え方、制度導入に際しての課題等 

 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきかについて見解を得た。 

 

 

                         
140 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
141 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
142 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
143 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
144 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
145 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
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（ａ） 「証明商標」の識別性・機能について、通常の商標との相違 

 

「証明商標」の識別性・機能について、通常の商標と異なるものであるという見解及び

同じものである見解の両方が示された。 

 

「証明商標」の機能について、通常の商標の主たる機能である出所表示機能とは異なる

機能であるという、下記のような見解が示された。 

 

○証明商標の保護対象は、狭い意味での出所表示機能ではない何かである。その対象は、

従来の「品質保証機能」（出所に付随して期待される品質）という言葉で表現される

ものとも異なる機能なので、「品質保証機能」という単語は使わないほうがよいので

はないか。したがって、証明商標は、識別性及び商標機能が従来の商標と異なる商標

であるといえる（なお、地域団体商標も、本当はそうではないかとも思われるが、公

式には出所表示であるという説明がなされている。）146。 

 

○基本的には、ある一定の品質基準をクリアしたものとそうでないものとを識別できる

こと、及び、そのような商品を生産している団体とそうでない団体(あるいはグルー

プのようなもの)を識別できることが、証明商標の識別性である。但し、前者はいわ

ゆる「品質保証機能」とは少し異なる機能であり、後者も、商標権者からの出所では

ないため、通常商標の「出所表示機能」とは異なる機能である147。 

 

一方、「証明商標」の機能について、通常の商標と同じ（出所表示機能）と考えてよいと

いう見解もあった。 

 

○その商品が、単なる品質、原産地を有するということを示しているだけでは、証明商

標とはいえない。すなわち、その商品がある品質を持っているというだけでは足らず、

誰かがそのことを証明していることが必要であると考えるべきで、その誰か（証明す

る者）についての出所識別がされているのと現実的には同じことになる。したがって

証明商標の保護対象（商標の機能）は、通常の商標と同じく、出所識別であるといっ

てよいのではないか。証明商標として機能するには、需要者が証明商標を見たときに、

何らかの証明団体の存在を認識している必要がある。団体商標において、構成員が「そ

の団体」の構成員であるということを認識させる必要があるのと同じ理屈である。証

明のソースを認識させることが必要という点で、通常の商標で出所のソースを認識さ

せる必要があるのと、広い意味では同じといえる。また、需要者に対してこの人が証

明している、ということを認識させるからこそ、権利が認められる、といえる。その

意味でもその機能は出所表示といえる148。 

                         
146 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
147 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
148 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
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「証明商標」の識別性は、通常商標の「抽象的識別性」（商品・役務を識別する）に含ま

れ得る概念であるとする見解があった。 

 

○証明商標の識別性は、概念的には商標の「抽象的識別性」に含まれるものである。確

認規定として、証明商標の定義（「証明商標とは」という文）を念のため入れておけ

ばよい。欧州連合（EU）の規定では、EU certification mark はtrade markであるこ

とが明記されており、さらに、その識別性は通常商標とは若干異なり、ある人が証明

したところの商品・役務を、他のものと識別するものとして規定している（Article 

74a(1)）。つまり、EU certification markは、通常のtrade markの概念の範疇（商品・

役務を識別することがその本来機能）に入るものという説明になっており、日本でも

同様の説明をすればよい。証明商標が商標の概念に入るのであれば、商標法の中に証

明商標を入れるという説明も成り立つため、新たな法律を立てる必要もない149。 

 

また、「証明商標」の機能は、基本的には出所表示機能と考えてよいが、通常商標の出所

表示機能と若干異なるものである、という見解もあった。 

 

○例えば、実際にどのようになされているのかということは承知していないが、米国の

ように、証明商標の分類が通常商標と異なるのは、前述したように、両者の出所識別

機能の仕方が異なっていると解釈しているためであると推測される。そうでないと両

者の併存について混乱が生じる。しかしながら、証明商標の識別性も基本的には出所

表示に基づく識別性であり、品質のみに基づく識別性のような全く異質な識別性では

ない、と考える。品質が同じであれば出所識別機能が害されないということはない。

品質が同じであっても所定の審査機関により正規に認証されていないのであれば

証明商標権侵害となるからである。つまり、証明標章は、認証されているか否かとい

うことを示すものであり、認証されている商品、役務と、認証されていない商品、役

務を識別しているという意味で、品質ではなく出所を識別しているのである 

150。 

 

○証明商標の識別性も、基本的には出所表示機能に基づくものである。但し、現実に、

証明商標が理想的に機能している場合には、一つの出所というより、商品群に対して

使われるものであり、また、その主体もグループ若しくはより広い概念からの出所を

示すようになる（地域団体商標における出所識別の把握の仕方や、不正競争防止法の

下でのフランチャイズ、商品化事業における出所識別の把握の仕方に似る）。その場

合、証明商標的使用は、通常の商標的使用とは異なるものとなる151。 

 

また、認証・証明マークの機能が、需要者の保護であることを考えると、その「需要者」

が一般消費者であるか、あるいは事業者であるかによって、その機能が変わってくる可能

性が考えられるため、それらの認証・証明マークを保護する証明商標の機能についても、

                         
149 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
150 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
151 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
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場合によってその機能が異なるのではないか、すなわち、需要者が消費者の場合は、通常

商標とは異なる「特定の品質を担保する機能」が発揮されることが期待される一方で、需

要者が事業者である場合には、出所表示機能が強く表れると考えるべきであるという指摘

があった。 

 

○認証・証明マークは、事業者と需要者との間の「情報の非対称性」の存在という市場

の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における適切な判断をでき

るようにする機能を有すると捉えることができる。認証・証明に関しては、少なくと

も商標法以外の法規制においては、情報の非対称性という状況の下、消費者保護とい

う観点で、設けられているという側面がある。そのため、単に「需要者」とひとくく

りにしてしまうと、需要者のなかでも、消費者と事業者の立場の違いをうまく区別で

きないことになる。また、このことから、通常の商標とは異なる特有の識別性の考え

方が必要になる。認証・証明マークは、事業者と需要者との間の「情報の非対称性」

の存在という市場の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における

適切な判断をできるようにする機能を有すると捉えることができる152。 

 

○証明商標の機能として期待されているのは、品質等保証機能である。そのように捉え

た場合、需要者側（特に消費者である場合）に、証明に関する自他識別力（出所表示

機能に基づく識別性）の獲得を期待することは、ある意味でナンセンスである。なお、

ここでいう品質保証機能は、従来の品質保証機能（出所に付随する一定の品質）では

ない別の機能であり、特定の品質を担保する機能のようなものである。 

証明されている品質がある一定の基準以上であることにより、その製品の品質を誰

かがコントロールしている、ということを需要者が認識できるようなものであれば、

その証明商標について、識別力があると考えてよいのではないか153。 

 

○出所表示機能を全く有しないとしてしまうと、現在の商標とは全く別のものになり、

商標法での保護が難しくなると考えられる。地域団体商標と同じく何らかの出所表示

機能も有するものとして考えるべきである。証明主体自体が識別力（出所表示）を獲

得する場合以外に、その証明商標を識別力があるものとして認めていくには、「地域

としての識別性」、「地域を出所」とする考え方）のような、新たな概念を導入する必

要が出てくるのではないか。 

他方、ある商品・役務に関して、認証・証明市場が存在し、そこでの需要者が情報

の非対称性のない当事者であるとすれば（事業者であることが多いと推測される）、

証明主体の識別ということは考えられる。その場合、証明商標の機能にも出所表示と

しての機能が強く見られることになる154。 

 

ただし、証明商標制度は日本にまだ存在しない制度であるため、その機能・識別性につ

いては、どのような制度を導入するかという政策的判断を議論する必要があり、それによ

                         
152 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
153 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
154 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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って「証明商標」の識別性・機能が決まるものであるため、一概に議論できないという見

解が複数あった。 

 

○ 終的には、どのようなものを証明商標として保護したいかによって、証明商標の識

別性についての考え方を決めるしかない。政策的な必要性から、このような商標は証

明商標として保護すると決めて、そのようなものは識別力があるものとして扱うよ

うにすればよい155。 

 

○現実の世界において証明商標として通用しているものの出所識別機能に、通常の商標

と違うものがあることは疑いがない。それを商標法が受け止めて、通常商標における

出所表示機能とは異なる新たな出所表示機能として手当てをするか否かは、政策的

判断による156。 

 

○まず、この問題を議論するスタンス、ひいては改正のスタンスを決める必要がある 

157。

① まず、第一の立場として、証明商標に関しては、マドプロ対応で、単に「証明商

標」というカテゴリを明示するというだけで、権利行使の場面で特に通常の商標

と変更させないということであれば、通常の商標と異なる登録要件を課す必要は

なく、したがって、通常の商標における識別性と異なる識別性を議論する実益に

乏しい。 

② 他方、第二の立場として、現実に世の中で「証明商標」として意識されているも

ののなかには、通常の商標と異なる識別性を発揮しているときがあり、それに応

じて商標の使用のされ方も通常の使用とは異なるものがあることは事実であり、

そのような実態に即して、通常の商標とは異なる権利行使が可能となるような証

明商標制度を導入しようというのであれば、それに応じた登録要件も議論してい

く必要がある（制度導入や運用にはそれなりにコストがかかるので、このような

実態に鑑みた新たな証明商標の制度を導入すべきであるか否かということはまた

別途議論が必要となる）。 

 

（ｂ） 地理的表示・品質表示等のみからなる証明商標の識別性の考え方 

 

本来識別性がない、地名のみ・品質表示のみからなる商標について、保護するために何

らかの要件を課すことで識別性があるとして登録を認める（第3条1項3号を適用しない）と

した場合の考え方について、下記の意見があった。 

 

○本来識別性を有しないものについて、何らかの要件を課すことで、識別性があるとす

る場合の要件158 

                         
155 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
156 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
157 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
158 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 



 

- 61 - 

① 品質等が保証されていることによる識別性 

要件を課すとすれば、「特定の産地・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商

品・役務との関係で識別できると考える。」）との考えを採用するのではないか。 

② 周知性を求める場合の問題点 

本来識別性を有しない証明商標について、その登録要件として周知性を求める必要は

ないだろう。市場で何ら認知されていない者に先願で証明商標の登録を認めることに

抵抗があるのかもしれないが、この点は認証団体の要件など、別のところで解決すべ

きではないか。 

③ 使用による識別性獲得を考慮した登録要件の設定 

 現行の第3条は識別力のない商標を列挙しているのであり、独占的適応性について

述べているものではない。すなわち、第3条の規定は、第26条で自由使用を許してい

ることの反面であって、商標法が競合者の自由使用を認めているような商標について

は、将来的に識別力が生じることが考えられないことから、そのような商標を列記し

ているに過ぎないと解釈できる。 

そうすると、現状第26条に該当するような商標であっても、証明商標の商標権の効

力それに及ぼすという改正をしてしまえば、商標法がそのような商標の独占を認めて

いるのであるから、そのような商標には独占使用により識別力が生ずることとなろ

う。例えば、証明商標で表示されている地域で作られた商品であっても、その証明商

標で定められた品質基準をクリアしていない商品については侵害とする、と規定する

ことが考えられる。 

そうすれば、その証明商標は、その品質基準をクリアした人しか使えなくなり、そ

の人たちだけが使用した結果、実質的な識別力のようなものが必然的に生じることが

担保できるので、そのような証明商標の登録を認めてもよい、と考えればよいのでは

ないか。 

 

○品質だけの違いに基づく「識別性」の考え方について159 

諸外国の考え方（証明されている商品等とそうでない商品等を識別できる）も、一

つの整理の仕方だと思う。 

ただし、現行法に、例えば第3条3項のような形で、「証明にかかる商品・役務に使

用された結果、証明にかかる商品・役務とそれ以外を識別できる場合」のような文言

（事務局より例示）を入れるには、かなり整理が必要かもしれない。 

また、この場合の「識別することができる」とは、どう考えるべきか、検討が必要

である。そもそも商品の品質自体を保護することは商標法になじむのかという整理も

必要である。特許庁の審査では、出所識別力に基づいた識別性のみを考慮して審査し

ており、審査実務の観点も考慮すべきかもしれない。 

 

○本来識別性のない証明商標の登録要件について 

・過去の特許庁産業財産権制度問題調査研究の検討では、第3条1項3号に該当するような

本来識別性のない証明商標に何らかの要件を課すことで、識別力があるものとして登

                         
159 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
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録するとした場合の要件として周知性は不要という議論があったと認識している160。 

・要件を課すとすれば、「特定の産地・品質等が保証されていることをもって、識別性

があると考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・

役務との関係で識別できると考える。」）との考えを採用するのではないか161。 

・但し、実務において地名のみからなるような商標を保護する必要性は、日本では余り

ないように思う。認証・証明マークは文字のみではなく、何らかの図形等が含まれて

いるのが一般的である。この場合には、識別性の問題は生じない。一目見て証明され

ているものだと認識できるような商標でないと、証明商標としての機能を発揮できな

い。もっとも、そのような商標は通常の商標として登録可能なのかもしれない162。 

 

○地域団体商標制度の改善による地名の保護163 

地域団体商標制度の改善により地名のみの商標を登録できるようにした場合、従

来の「地名+商品の普通名称」であれば、地名部分は産地を表すものと需要者から理

解されようが、地名のみの商標について、需要者がそれを商標であると認識できる

か疑問であり、周知性が登録要件として必要であろう。現実的には、地名のみの商

標で、周知性の要件をクリアするのは難しいのではないか。 

 

○地名のみ、又は品質表示のみからなる「証明商標」を登録する場合の識別性164 

特に地名のみ、又は品質表示のみからなる「証明商標」は、本来は識別性を有しな

い。しかし、3条2項で登録できる場合は想定される。第3条2項は出所表示機能の観点

から、使用による識別性の取得に基づき登録を認める条項である。 

他方、前述のとおり、証明商標については、多くの場合、品質等保証機能が期待さ

れており、出所表示としての機能として期待されている場面は限定的であるといえ

る。問題となる市場の状況によって、異なるといえる。 

したがって、ケースバイケースの判断が求められると思われるので、① 周知性（例

えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を認める場合と、② 特定の

産地・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考える場合、両方

を考慮することが考えられる。団体商標の一類型として導入するのであれば、周知性

を要件とすることも考えられる。 

なお、周知性の要件について、指定される役務を限定することで、想定される需要

者を限定し、周知性の要件を満たす場合を緩和するという方法もあり得る。 

 

 

（ｃ） 証明商標制度の導入についての検討すべき課題、制度設計の方針 

 

また、証明商標制度の導入についての検討すべき課題、制度設計の方針について、以下

の論点について、下記のような見解が示された。 

                         
160 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
161 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
162 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
163 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
164 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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 主体要件 

 識別性の規定 

 相対的拒絶理由の適用 

 証明商標に係る商標権の効力 

 証明商標の商品/役務区分 

 地域団体商標との関係 

 

○「新たな証明商標制度の導入」（いわゆる「証明商標」が、通常商標と異なる識別性

を発揮し得るという実態に即した制度を導入する）場合の制度設計について165 

この立場の下では、一つの登録で商品・役務を包括的に保護対象として取得するこ

とができるような証明商標制度の導入が考えられる。 

この場合は、ブローカーによる濫用を抑えるために、証明商標としての特別の審査

が必要になる。主体的要件を公的団体に限ることも考えられる。 

また、効力について整理する必要がある。証明商標権の効力は、証明商標としての

使用に対してのみ及び、通常の商標の使用には及ばないが、その代わり、証明商標と

いう分類に登録しておけば、付される商品や役務の種類は問わず、広く証明商標とし

ての使用に効力が及ぶ、とすべきであろう。 

例えば、商品に大きく「エコ」と表示されている場合は、個別の商品についての通

常の商標権侵害となり、商品に小さく「エコ」と表示されていて証明商標に見えると

きには、証明商標権の侵害とするべきである。 

同じ品質の商品であっても、認証を受けていないものに証明商標的に使用している

のであれば、それは侵害とすべきである。 

証明商標の効力については、「証明商標の使用」に対して保護が及ぶと定義するこ

とになる。もっとも、どのような使用態様が「証明商標の使用」となるかは、予め明

確に細かく定義することは困難なように思われるから、個別事例毎に 終的には裁判

所にその判断を委ねるしかないのではないか。 

 

○出願人の主体的要件について166 

認証団体についての主体的要件は必要と考える。例えば、団体の構成員の要件を明ら

かに規定するなど。事業をしていない人や、その証明について何の実績もない人が、

いきなり証明商標の権利を取得したりするのは好ましくない。 

 

○既存の周知商標との関係について167 

証明商標の乱用防止のため、著名商標との関係を審査でみる必要があるだろう。そ

うすると、出所を特定するという意味での識別性ではないが、他の標識と区別できる

という意味での何らかの識別性のようなものは必要であろう。これを識別性というべ

きか、あるいは特別顕著性というべきかはよくわからない。 

国旗、赤十字、公序良俗、他人の肖像など、第4条1～8号は適用を見るのであろう。

第4条10号、11、15、19号の適用をどう考えるか。これらの適用も審査しなければな

                         
165 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
166 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
167 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
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らないのではないか。そう考えると、証明商標にも何らかの識別性（あるいは特徴）

を要求していることになる。第4条は、第3条と同じく識別性の反面であるが、証明商

標が現在の意味での識別性を有しないのであれば、商標の何を審査していることにな

るのかということになる。それはおそらく出所の識別性とは違った識別性なのであろ

う。例えば、標識としての特別顕著性ということかもしれない。 

 

○既存の周知商標との関係について168 

審査においては、通常商標と同じく、既存の周知商標との関係では、第4条を適用し

て拒絶するようにする必要がある。 

 

○証明商標の権利範囲について(1)169 

証明商標は、証明行為にしか使えない狭い権利とし、出所表示が独占されないよう

にするのであろう。指定商品に係る証明行為にしか禁止権が及ばないとし、出所表示

として使う行為は禁止されない、という整理をするのではないか。そうであれば、非

常に狭い権利になるが、登録要件として周知性は不要という考え方ができる。 

英米型の証明商標のように、通常の商標権として登録されるのであれば、禁止権の

範囲を狭める、または、何らかの抗弁事由を規定する必要がある。 

 

○証明商標の権利範囲について(2)170 

例えば、地名のみの証明商標の登録を認めた場合であっても、それ以外の記述的商

標の使用に対しては効力が及ばないようにする必要はある。 

 

○証明商標の指定商品・役務について（1）171 

産業界からの声として、権利取得すべき商品・役務の範囲（区分）が不明確である、

というものがある。この点については、後述する証明商標制度の改正案のうち①の小

幅な改正に止める場合には、完全に通常の商標としての使用をも止めたいのであれ

ば、証明業務（第42類）だけでは足りず、使用する商品・役務の区分全てについて取

得する必要があると解すべきであると考える。その分の費用負担はやむを得ない。 

新たな証明商標制度の導入をなす場合には、従来、商標の使用と考えられていたも

のを二分し、通常の商標の使用と異なり、証明商標としての使用というものがあると

定めるとともに、新たな証明商標制度の下で証明商標の登録を得たものは、証明商標

としての使用に対して権利行使をなすことができるというように定めるのであれば、

証明商標を取得しただけで、様々な範囲の商品、役務における証明商標の使用に対し

て権利行使をできるという制度を導入することはあり得る。ただし、その場合、その

ような保護を正当化するために、新たな証明商標の登録要件は厳格なものとせざるを

得ない。 

 

○証明商標の指定商品・役務について（2）172 

認証・証明マークを通常商標として保護する場合、現状では、証明業務（第42類）

                         
168 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
169 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
170 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
171 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
172 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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だけでなく、対象となり得る製品の区分について全て取得する必要がある。 

権利者の費用負担は重いが、侵害の場面を考えれば、そうせざるを得ない。証明業

務だけを取得している場合、表示が付された製品とは明らかに非類似であり、商標権

侵害とはいえない。 

費用負担軽減の方策として、認証業務における認証対象の商品と同一・類似の場合

について、証明商標権のみなし侵害規定を作れば、証明業務の区分のみの権利で、多

くの商品に対して証明商標の権利が及ぶようにできる。 

あるいは、証明商標については、料金体系だけを変更して、多数区分を取得しても

同額とする方策が考えられる。 

 

○使用管理規則について173 

証明商標制度を導入した場合、使用管理規定の審査をどの程度行うか、という問題

がある。特許庁が実質的内容について審査を行うのは無理であり、形式的な審査を行

うにとどめるべきである。消費者庁や公正取引委員会のような行政機関とうまく連携

して、消費者を騙すような内容のものについては排除できるようにすることを検討す

る。景品表示法、不正競争防止法などと絡めて、不適切な使用管理規則を持った証明

商標の排除を担保する方策を考えた方がよい。 

 

マドリッド協定議定書対応のためだけにする導入であれば、使用の定義のみの 小限 

変更だけの改正で導入できるという見解が示された。この案では、主体的要件、効力範囲

は通常商標と何ら変わらないものとなり、商標権者の使用を義務付けないという点のみが

通常商標と異なる制度となる。 

 

○マドリッド協定議定書対応のためのみの制度設計について174 

「通常商標の手直し」（マドプロ対応で、単に「証明商標」というカテゴリを明示す

るというだけで、権利行使の場面で特に通常の商標との違いは規定しない。） 

この立場の下では、証明商標というカテゴリを設けるものの、本人が使用しなくても

よい点のみを、通常商標との違いとして規定する。条文上は、本人の使用を完全に禁

止するのではなく、使用しても不使用でもよい、とすることでよいであろう。 

現行の条文で変える必要があるのは、使用の定義（第2条3項）の箇所のみである。

「証明し」の文言を削除し、証明商標の「使用」について、別類型の条文を立てる。

このタイプの導入であれば、証明商標としての特有の効力はほとんど生じない。濫

用される可能性がほとんどない以上、あえて濫用防止のために主体的要件の制限を設

ける必要はない。もっとも、ほぼ同様の状況にある通常の団体商標に関して（登録要

件が緩やかになる地域団体商標を除く）、主体要件が絞られていることとの絡みで厳

格な要件を設けるという案はありえるだろうが、そうすると旨味はほとんどないにも

関わらず、要件だけが厳格となり、よく分かっているものは登録しないというほとん

ど無意味な制度になりかねない。 

要するに、登録要件も、その審査も、現在の通常商標以上のものは特に必要ないと

                         
173 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
174 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
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考えられる。マドリッド協定議定書対応のためだけなので、認証・証明マークについ

て、通常商標として出願するか、証明商標として出願するかは、本人の選択に任せる

ことでよい。 

 

制度導入に当たっての留意すべきその他の点として、下記事項が挙げられた。 

 

○普通名称化（一般名称化）について175 

証明商標が、事後的に、普通名称化（一般名称化）する場合を認めるかどうか検討

が必要である。なお、日本の地理的表示保護制度の場合、いったん登録された地理的

表示が、普通名称化（一般名称化）する場合について、法律には規定がない。EUの制

度では、いったん登録された地理的表示は一般名称化しないという原則なので（また、

この点がEU地理的表示として登録する 大のメリットでもある）、外国の地理的表示

が日本で証明商標として登録されることなどを考えて、対外的な考慮（一般名称化し

ないというメリットを規定する等）をしておくべきだと思われる。 

 

○証明商標の乱立について176 

需要者の数が多い商品・サービスの分野において、複数の証明団体が参入し、「証明

競争」のような市場が想定される場合、需要者が一般的に認証・証明主体の識別を期

待することは困難なことを考慮すると、商標であれば、事業者の努力によりそのマー

クに対する信用を蓄積することができることから、この「証明競争」の市場を活性化

するために、政策的に、識別力の要件を緩和し、商標による保護を充実させることも

考えられる。 

ただし、認証・証明マークは、事業者と需要者（消費者）との間の「情報の非対称

性」の存在という市場の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場にお

ける適切な判断をできるようにする機能を有するものとして存在する。そのため、マ

ークが乱立することで、情報量が過多となり、かえって需要者が適切な判断をできな

くなる状況が生じるようになることは望ましくない。ただ、その点は、（消費者の保護

や市場の規制に関する）商標法以外の法律によって、規制する部分とも思われる。 

一つの業界に多数の証明商標が乱立することは需要者（消費者）の立場からは望ま

しくない。何らかの予防策、例えば、主体である認証団体の周知度、証明業務の実績

等を登録の際に考慮することも考えられる。但し、仮に多くの証明商標が登録になっ

たとしても、消費者の選択によって淘汰されていくようにも思える。 

 

 

また、導入の方策について、既にある団体商標制度あるいは地域団体商標制度を拡充す

ることによる案が挙げられた。 

 

                         
175 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
176 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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○証明商標制度を導入する方策について177 

従来の商標と機能・識別性が異なるということからすれば、「証明商標の保護に関

する法律」のようなものを、特別法として別に立てるのが一番明快であり、内容の大

部分は商標法の準用になるだろう。ただし、一般にはわかりづらいやり方かもしれな

い。 

証明商標制度導入の方策の一つとして、現行の地域団体商標の見直し、拡充で対応

することが可能かもしれない。但し、地域団体商標の導入の趣旨（「地域経済の活性

化」）とは合致していないという問題がある。 

あるいは、第7条の2と同じような条文を、例えば、第7条の3に「証明団体商標」と

いう形で入れることにより、証明商標制度を導入する方法はあると考える。 

現行の団体商標は主体的要件に制限があるだけなので、主体的要件に加えて管理規

則を提出させている地域団体商標の仕組みを利用する方が、やりやすいのではない

か。 

 

○証明商標制度を導入する方策について178 

証明商標制度導入の方策として、団体商標制度を拡充する考え方もある。もともと大

正10年法における団体商標では、使用規則の審査も行っていた（信州味噌など）。 

 

○団体商標の枠組みの中で証明商標を導入するのであれば（「団体証明商標」等として）、

何らかの証明主体に基づく出所表示と考えることができ、識別性の説明はしやすい。

その場合、主体はその認証団体のみなのか、構成員として他の事業者も含むものとす

るか、検討の余地がある179。 

 

なお、証明商標導入するとした際の定義規定（2条）との関係について、下記の意見があ

った。 

 

○「商標」の定義として「識別性」を入れる際に、その「識別性」の意味を広げたもの

を入れる、という考え方がある。そうしておけば、現在使用している意味での識別性

と異なる識別性を有する証明商標を、制度として入れやすくなるかもしれない。ただ、

そのような定義を入れるには、その識別性がどういうものなのか議論して定義するこ

とが必要になるので、それはそれで大変だと思う180。 

 

○通常商標の識別性について、厳格な定義を第2条に入れた場合、証明商標における識

別性はそれとは異なるので「商標」の定義に当てはまらなくなり、「証明商標」とは

呼べなくなる。その場合は、「証明標章」にする、あるいは、証明商標に関する別個

の法律を規定する必要が生じる。 

そのようなことを避けたいのであれば、「商標」の定義には、広い識別性を入れた

                         
177 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
178 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
179 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
180 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
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うえで、識別力のない商標を列記する形にすればよい。ただ、そのような漠然とした

定義をあえて入れる必要があるのかは疑問である181。 

 

 

（ⅲ） 地理的表示保護制度との関係 

 

地理的表示（GI）保護制度と証明商標制度が併存することになった場合の課題・論点に

ついて、下記のような見解が示された。 

 

（ａ） 制度を併存させる意義（制度としての棲み分け等） 

 

地理的表示（GI）保護制度が既に存在する状況下において、新たに証明商標制度を導入

した場合において、一定の意義が存在するという意見、特に商標権は権利行使が可能であ

る点で棲み分けができるという指摘があった。 

 

○農林水産省の地理的表示（GI）保護制度は、民事の効力がなく、団体に対する規制法

になっている。そのため、地理的表示保護制度の地理的表示として保護を受けたうえ

で、同じ地理的表示を証明商標として登録することで、商標法に基づいた権利が発生

するということであれば、両制度の棲み分けは可能であり、併存の価値がある。例え

ば、証明商標権者には私権を与える、地理的表示保護制度における権利者には私権が

ない、ということで、両制度の棲み分けは可能と考える182。 

 

○両制度が併存することに問題はない。地理的表示保護制度は、対象が農林水産物に限

定されている一方、証明商標制度は、農林水産物だけではなく全商品・役務を保護対

象とすることができる。また、商標権を権利として付与できるという意義もある183。

○地理的表示保護制度の場合、私人が権利行使をすることができないので、権利行使の

ために商標権を取得する意義はあるかもしれないが、地域団体商標制度を活用するこ

とで十分対応できるのではないか184。 

 

 

また、これらの制度を併存させた場合の調整規定については、商標法においては現行の

規定で対応できるため、新たな調整規定は必要ないのではないかとする意見があった。 

 

                         
181 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
182 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
183 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
184 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
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○特に新たな調整規定は必要ないと考える。すなわち、商標権だけに私権が認められて

いることとの整合性から、商標がやや優先的で、地理的表示保護制度の地理的表示は

商標権者の許諾があれば認められる、という現状を崩す必要はない185。 

 

○証明商標の概念が現行の通常商標の概念に含まれるのであれば、現状の調整規定の中

で対応できる186。 

 

一方で、地理的表示に係る証明商標の効力について、何らかの調整規定を設ける必要が

あるのではないかという意見があった。 

 

○調整規定について、証明商標制度を入れた場合には、第26条3項のような規定により、

地理的表示との調整をするのであろう187。 

 

○両制度間で何らかの重複は必ず生じるので、その点の調整規定は必要。また、品質保

証表示を持つ他の法律との関係において、現行の第26条3項のような調整規定が必要

かもしれない188。 

 

 さらに、地理的表示保護法における既得権者（生産者団体）がいる場合には、他団体が

その地理的表示について、証明商標として権利として取得した場合、問題が生じる得るこ

とことから、その点を考慮した制度設計が必要である旨が指摘された。 

 

○証明商標制度ができた場合、特定の事業者（地域団体商標の主体である団体であるこ

とも多いと思われるが）が、証明に関して差別的な取り扱いをしないことについて、加

入自由性の担保と同程度の法的保障が求められると思われる（無効・取消など）。 

証明商標制度ができれば、産地の証明について、地域団体商標制度の登録団体が運用

することが、多くの場合想定されるので、当該団体の構成員が証明をうける限り、余り

問題はないと思われる。 

しかし、少なくとも現行法では、既登録の地理的表示がある場合に、当該地域に外部

から参入した法人等が生産行程管理業務を行う生産者団体として追加の登録を受けた

後、地域団体に加盟しない状況でも、地域団体商標とは異なる商標を使用して、特定農

林水産物等の展開をすることもできる。 

現行法ではそうであるが、そのことが証明商標制度を導入した場合に、できなくなる

ことを認めてよいかが問題になる。これは、「品質」の保証機能、消費者保護機能にフ

ォーカスした地理的表示保護制度と、同様の機能を持つ証明商標制度の導入が生み出す

新たな論点となるかと思われる。（なお、地域団体商標は通常商標と同じく、あくまで

                         
185 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
186 学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
187 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
188 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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団体の出所識別力にフォーカスした制度である） 

地理的表示との関係では、既得権者（生産者団体）がいる場合には、両者の併存を認

める制度設計にしないと、商標法の改正によって、地理的表示保護法における事業者の

利益を一方的に奪うことになる189。 

 

なお、地域団体商標制度との併存の意義として、証明行為の有無で使い分けができるの

ではないかという意見があった。 

 

○地域団体商標と併存させる意義として、証明行為を伴う場合は、（団体）証明商標の

方で出願できる、そうではない場合は、地域団体商標で出してください、というよう

な使い分けもできるのではないか190。 

 

 

                         
189 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
190 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
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（ⅳ） 学識経験者ヒアリング結果一覧表 

 

【図表Ⅱ-2】 学識経験者ヒアリング結果一覧表 

回答者 A B C D E F G 

1.保護の現状・ 

現行法の課題 

マドリッド協定議定書

上の課題（我が国から

他の締約国を指定した

証明商標の国際出願を

することができない）

を考えると、我が国で

も証明商標のカテゴリ

を設けるべきかもしれ

ない。 

 

 

地理的表示のみの商標

について、第3条2項の

適用を受けるのは困難

であり、現行制度では

保護が及んでいない対

象があるともいえる。

 

なお、地域団体商標は、

実質的に特定の品質を

保証する機能があるこ

とから、一種の証明商

標であると考えること

もできる。 

 

実質的な意味での認

証・証明マークを保護

する制度にはなってお

らず、通常商標を証明

商標的に用いている状

況であり、好ましい状

態ではない。 

 

地域団体商標でも、品

質など実質的なところ

は保護できていない。

－ 現行制度で保護しきれ

ていない認証・証明マ

ークがそれほどあると

は思えない。 

通常商標として登録し

た認証・証明マークに

ついて、「使用」「使用主

体」の整理が必要であ

る。 

 

なお、地域団体商標は、

直接的に製品の品質の

担保はしていないが、

実質上は品質も保証さ

れているといってよ

い。 

－ 

2.証明商標制度導

入の必要性・ニーズ

マドリッド協定議定書

上の課題以外の理由に

基づく必要性は乏し

い。 

－ － 多くの主要国にある制

度なので、国際的ハー

モナイゼーションの観

点からも制度としてあ

ったほうがよい。 

あえて新制度を作って

保護する必要性には疑

問がある。 

 

証明機関のような団体

にとって、一定のニー

ズはあるかもしれな

い。 

 

 

制度を作ることによっ

て新たなニーズの掘り

起こしにつながるかも

しれない。 

3.地理的表示のみ

（地名）を証明商標

制度で特別に保護

するニーズ 

－ － － 農林水産品以外の分野

における地理的表示を

証明商標によって保護

するニーズもあり得る

のではないか。 

 

地域団体商標制度が既

にあるので、これに加

えて地域名を保護する

新たな制度をさらに作

ることは適当ではな

い。商標制度が複雑に

なりすぎる。 

日本の場合、シャンパ

ーニュ、ボルドー等の

ような、地名のみから

なる保護すべき地理的

表示があるか疑問。 

 

産地を証明するような

表示、産地に基づく品

質を保証している表示

の保護のニーズはある

かもしれない。 

 

地域団体商標では、品

質に関する情報につい

ては保護されないの

で、品質保証機能が強

い証明商標制度を導入

する意義はあると考え

る。 
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回答者 A B C D E F G 

4.「証明商標」の 

保護対象、識別性・

機能の考え方 

議論のスタンス・改正

のスタンスにより、変

わり得る。 

 

証明商標の識別性も基

本的には出所表示に基

づく識別性であり、品

質のみに基づく識別性

のような全く異質な識

別性ではない、と考え

る。品質が同じであれ

ば出所識別機能が害さ

れないということはな

い。 

 

但し、証明商標が理想

的に機能している場合

には、一つの出所とい

うより、商品群に対し

て使われるものであ

り、また、その主体もグ

ループ若しくはより広

い概念からの出所を示

すようになる。その場

合、証明商標的使用は、

通常の商標的使用とは

異なるものとなる。 

証明商標の保護対象

は、狭い意味での出所

表示機能ではない何か

である。 

その対象は、従来の「品

質保証機能」（出所に付

随して期待される品

質）という言葉で表現

されるものとも異なる

機能なので、「品質保証

機能」という語は使わ

ないほうがよい。 

したがって、証明商標

は、識別性及び商標機

能が従来の商標と異な

る商標であるといえ

る。 

終的には、どのよう

なものを証明商標とし

て保護したいかによっ

て、証明商標の識別性

についての考え方を決

めるしかない。 

 

基本的には、ある一定

の品質基準をクリアし

たものとそうでないも

のとを識別できるこ

と、及び、そのような商

品を生産している団体

とそうでない団体(あ

るいはグループのよう

なもの)を識別できる

ことが、証明商標の識

別性である。 

 

但し、前者はいわゆる

「品質保証機能」とは

少し異なる機能であ

り、後者も、商標権者か

らの出所ではないた

め、通常商標の「出所表

示機能」とは異なる機

能である。 

 

証明商標の識別性は、

概念的には商標の「抽

象的識別性」に含まれ

るものである。 

 

なお、制度を導入する

際には、確認規定とし

て、証明商標の定義を

念のため入れておけば

よい。 

 

例えば、EUと同様に通

常の商標の概念の範疇

（商品・役務を識別す

ることがその本来機

能）に入るものという

説明になっており、日

本でも同様の説明をす

ればよい。 

 

証明商標の保護対象

（商標の機能）は、通常

の商標と同じく、出所

識別であるといってよ

い。証明商標として機

能するには、需要者が

証明商標を見たとき

に、何らかの証明団体

の存在を認識している

必要がある。 

 

証明のソースを認識さ

せることが必要という

点で、通常の商標で出

所のソースを認識させ

る必要があるのと、広

い意味では同じといえ

る。 

 

また、需要者に対して

この人が証明してい

る、ということを認識

させるからこそ、権利

が認められる、といえ

る。その意味でもその

機能は出所表示といえ

る。 

品質だけの違いに基づ

く「識別性」の考え方に

ついて、諸外国の考え

方（証明されている商

品等とそうでない商品

等を識別できる）も、一

つの整理の仕方であ

る。 

証明商標の機能として

期待されているのは、

品質等保証機能（特定

の品質を担保する機

能）のようなものであ

る。 

 

証明されている品質が

ある一定の基準以上で

あることにより、その

製品の品質を誰かがコ

ントロールしている、

ということを需要者が

認識できるようなもの

であれば、その証明商

標について、識別力が

あると考えてよい。 

 

但し、出所表示機能を

全く有しないとしてし

まうと、現在の商標と

は全く別のものにな

り、商標法での保護が

難しくなる。「地域を出

所」とするような、新た

な概念を導入する必要

が出てくるのではない

か。 

5.地理的表示・品質

表示等のみからな

る証明商標を登録

するとした場合の、

識別性（3条の登録

要件）の考え方 

－ － 何らかの登録要件を課

すとすれば、「特定の産

地・品質等が保証され

ていることをもって、

識別性があると考え

る。」（事務局より提示)

を採用するのではない

か。 

周知性を求める必要は

ない。 

何らかの登録要件を課

すとすれば、「特定の産

地・品質等が保証され

ていることをもって、

識別性があると考え

る。」（事務局より提示)

を採用するのではない

か。 

 

地名のみの商標につい

て、需要者がそれを商

標であると認識できる

か疑問であり、周知性

が登録要件として必要

であろう。 

但し、現実的には、周知

性の要件をクリアする

のは難しい。 

周知性を要件とする場

合に、例えば第3条3項

のような形で、「証明に

かかる商品・役務に使

用された結果、証明に

かかる商品・役務とそ

れ以外を識別できる場

合」のような文言を入

れるには、かなり整理

が必要かもしれない。

証明商標は、多くの場

合、品質等保証機能が

期待されており、出所

表示機能を期待されて

いる場面は限定的であ

るといえる。市場の状

況によって、課すべき

要件は異なるといえ

る。 
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回答者 A B C D E F G 

6.証明商標制度の

導入についての検

討すべき課題、制度

設計の方針 

 

①制度全体、 

3条、4条 

 

①案：「通常商標の手直

し」 

マドリッド協定議定書

対応のためだけの対応

として、証明商標とい

うカテゴリを設けるた

めだけの改正。現在の

通常商標以上の登録要

件は特に必要ない。 

 

②案：「新たな証明商標

制度の導入」 

いわゆる「証明商標」

が、通常商標と異なる

識別性を発揮し得ると

いう実態に即した制度

を導入する改正案。 

（下記項目7～9参照） 

証明商標における保護

対象は、本質的に産地

や品質を示すものなの

で、第3条の要件の適用

について、これを緩和

する必要があり、その

特則を設ける理由があ

る。 

 

一方、他人の商標と類

似する商標、公序良俗

などに係る商標を、証

明商標として特則を設

けてあえて保護する必

要性はないと考えられ

るので、第4条の要件は

緩和しない、という整

理でよい。 

通常商標と同じく、既

存の周知商標との関係

では、4条を適用して拒

絶するようにする必要

がある。 

使用管理規則につい

て、特許庁での審査は

形式的な審査にとどめ

るべきである。消費者

庁や公正取引委員会の

ような行政機関とうま

く連携して、消費者を

騙すような内容のもの

については排除できる

ようにする。 

 

景品表示法、不正競争

防止法などと絡めて、

不適切な使用管理規則

を持った証明商標の排

除を担保する方策を考

えた方がよい。 

－ － 証明商標は、事後的に

普通名称化（一般名称

化）することはない、と

する規定を、証明商標

のメリットとして設け

るか、検討の必要があ

る。 

 

一つの業界に多数の証

明商標が乱立すること

は需要者（消費者）の立

場からは望ましくな

い。何らかの予防策、例

えば、主体である認証

団体の周知度、証明業

務の実績等を登録の際

に考慮することも考え

られる。 

7.証明商標制度の

導入についての検

討すべき課題、制度

設計の方針 

 

②主体要件 

①案：濫用される可能

性がほとんどないた

め、主体的要件の制限

を設ける必要はない。 

 

②案：ブローカーによ

る濫用を抑えるため

に、証明商標としての

特別の審査が必要にな

る。主体的要件を公的

団体に限ることも考え

られる。 

－ 認証団体についての主

体的要件は必要と考え

る。例えば、団体の構成

員の要件を明らかに規

定する。事業をしてい

ない人、その証明につ

いて実績もない人が、

急に証明商標の権利を

取得するのは好ましく

ない。 

－ － － 

 

主体である認証団体の

周知度、証明業務の実

績等を登録の際に考慮

することも考えられ

る。 

8.証明商標制度の

導入についての検

討すべき課題、制度

設計の方針 

 

③効力、権利範囲 

①案：証明商標として

の特有の効力はほとん

ど生じない 

 

②案：証明商標権の効

力は、証明商標として

の使用に対してのみ及

び、通常の商標の使用

には及ばないが、その

代わり、証明商標とい

う分類に登録しておけ

ば、付される商品や役

務の種類は問わず、広

く証明商標としての使

用に効力が及ぶ、とす

証明商標は、証明行為

にしか使えない狭い権

利とし、出所表示が独

占されないようにす

る。指定商品に係る証

明行為にしか禁止権が

及ばないとし、出所表

示として使う行為は禁

止されない、という整

理をする。そうであれ

ば、非常に狭い権利に

なるが、登録要件とし

て周知性は不要という

考え方ができる。 

 

例えば、地名のみの証

明商標の登録を認めた

場合であっても、それ

以外の記述的商標の使

用に対しては効力が及

ばないようにする必要

はある。 

 

認証対象の商品と同

一・類似の場合につい

て、証明商標権のみな

し侵害規定を作れば、

証明業務の区分のみの

権利で、多くの商品に

対して証明商標の権利

－ － － － 
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べきであろう。 

 

証明商標の効力につい

ては、「証明商標の使

用」に対して保護が及

ぶと定義することにな

る。 

英米型の証明商標のよ

うに、通常の商標権と

して登録されるのであ

れば、禁止権の範囲を

狭める、または、何らか

の抗弁事由を規定する

必要がある。 

が及ぶようにできる。

9.証明商標制度の

導入についての検

討すべき課題、制度

設計の方針 

 

④指定商品・役務 

①案：現行と同じく、使

用する商品・役務の区

分全てについて取得す

る必要があるとする。 

 

②案：一つの登録で商

品・役務を包括的に保

護対象として取得する

ことができるようにす

る。 

－ 証明業務の区分のみの

権利で、多くの商品に

対して証明商標の権利

が及ぶように、証明商

標に係る商標権の権利

を特別に規定すること

で、費用負担を軽減す

る。 

 

あるいは、料金体系を

変更して、多数区分も

同額とする。 

－ － － － 

10.地理的表示（GI）

保護制度と併存さ

せる意義 

－ 地理的表示保護制度の

地理的表示として保護

を受けたうえで、同じ

地理的表示を証明商標

として登録すること

で、商標法に基づいた

権利が発生するという

ことであれば、両制度

の棲み分けは可能であ

り、併存の価値がある。

証明商標権者には私権

を与える、地理的表示

保護制度の権利者には

私権がない、というこ

とで、両制度の棲み分

けは可能であり、併存

の価値がある。 

地理的表示保護制度

は、対象が農林水産物

に限定されている一

方、証明商標制度は、農

林水産物だけではなく

全商品・役務を保護対

象とすることができ

る。また、商標権を権利

として付与できるとい

う意義もある。 

地理的表示保護制度の

場合、私人が権利行使

をすることができない

ので、権利行使のため

に商標権を取得する意

義はあるかもしれない

が、地域団体商標制度

を活用することで十分

対応できるのではない

か。 

－ － 

11.調整規定 

特に新たな調整規定は

必要ない。商標権だけ

に私権が認められてい

ることとの整合性か

ら、商標がやや優先的

で、GIは商標権者の許

諾があれば認められ

る、という現状を崩す

必要はない。 

－ 両制度間で何らかの重

複は必ず生じるので、

その点の調整規定は必

要。 

証明商標の概念が現行

の通常商標の概念に含

まれるのであれば、現

状の調整規定の中で対

応できる。 

調整規定について、証

明商標制度を入れた場

合には、第26条3項のよ

うな規定により、地理

的表示との調整をする

のであろう。 

－ 品質保証表示を持つ他

の法律との関係におい

て、現行の第26条3項の

ような調整規定が必要

かもしれない。 
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６. 委員会での議論及びまとめ 

 

（１） 証明商標の識別性及び証明商標制度の制度設計について 

 

（ⅰ） 議論の前提 

 

証明商標の識別性及び証明商標制度の制度設計を考えるに当たっては、そもそもの議論

の前提として、どのようなニーズがあり、何を保護しようとするのかという政策的判断に

ついて十分に議論する必要がある191。特に、地理的表示の保護を目的として地名のみから

なる文字商標をも保護し得る制度とするか、また、商標法の枠内において一定の品質保証

能力を制度として担保するか等の是非により、識別性及び制度設計の考え方は大きく変わ

り得る192。 

さらに、証明商標の識別性については、登録後の証明商標にかかる商標権が保護してい

るものの識別力と、登録の段階で要求する識別力は区別して議論する必要がある点に留意

が必要である193。 

なお、現在一般的に用いられている「品質保証機能」という表現は、出所に付随して期

待される品質の意味で使用されていることから、証明商標の機能として想定される「特定

の品質（ある一定の基準以上の品質）を担保する機能」とは厳密には異なるという学識経

験者からの指摘があった194。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性の考え方 

 

① 証明商標の識別性についての考え方 

 

 公開情報調査の結果、諸外国では、証明商標の識別性について、「証明されている商品等

とそうでないものを識別するもの」として規定されている国が多数あり195、あるいは、通

常商標の識別性の規定（定義）を読替える規定を有する国（英国、シンガポール）も存在

することから、証明商標の識別性は通常商標のそれとは異なるものと認識されていると思

われる。また、証明商標の定義として、「品質・特性等を証明するために使用される商標で

                         
191 委員会及び学識経験者ヒアリングで多数の意見があった。 
192 委員会での議論 
193 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
194 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
195 EU、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、台湾 
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ある」旨が規定されている国196も多く、証明商標の機能は通常商標と異なるものとして規

定されていると考えられる197。 

証明商標の保護対象、機能から見たその識別性については、前述のとおり、ニーズ及び

政策的判断に基づいて議論をすべきであるが、諸外国型の証明商標制度の導入を念頭に置

いた場合、その保護対象、機能及び識別性については、通常商標と同じ出所表示機能に基

づく識別性、あるいは、それとは異なる機能に基づく識別性であるといういずれの考え方

も取り得る198。 

委員及びヒアリングを行った学識経験者からは、証明商標の識別性を通常商標と同じ出

所表示機能に基づく識別性であると考える理由について、証明商標としての機能は、特定

の者によって認証されているか否かということに基づいて発揮されるものであり、商標が

付されている商品の品質のみに基づいているわけではないこと、すなわち証明商標は結局

のところ品質を保証している出所を示しているものであることが挙げられている199。 

一方で、通常商標の有する出所表示機能とは異なる機能に基づく識別性であると考える

理由について、商標権者が商品等の出所ではないということに加え、ある一定の品質基準

をクリアした商品等とそうでないものとを識別できることが証明商標の基本的な識別性で

あると考えられること200、そして、この証明されている商品等とそうでないものを識別す

るという機能を証明商標が十分に発揮している状態においては、一つの出所というより、

商品群に対して使われるものであり、また、その主体もグループ若しくはより広い概念か

らの出所を示すようになることが挙げられている201。また、欧州共同体商標規則では、商

標権者が一定の品質・特性を保証するもの、あるいは、品質そのものを識別するものであ

る旨の規定あるいは解釈もなされているようであり202、我が国に導入する証明商標につい

ても同様の機能に基づく識別性を持つものすることも考えられる。 

いずれにしても、これらの議論は、証明商標の保護対象をどうすべきか、あるいは既存

の商標法に証明商標を導入する際の考え方の整理によって変わり得るものといえる203。例

えば、証明商標を商標法の枠組みに入れるためには、何らかの出所表示機能を有すると考

えるべきであるという意見、現在の審査実務では出所に基づく識別性を前提とした審査が

行われているという実態を考慮すべきという意見がある204。 

 

                         
196 米国、フランス、スペイン、中国、韓国、ブラジル 
197 海外質問票調査の結果（Ⅱ.3.(3)③参照） 
198 委員会での議論 
199 学識経験者ヒアリングの回答者「A」、「E」 
200 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
201 学識経験者ヒアリングの回答者「A」、「C」、「E」、「G」 
202 委員会での議論 
203 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
204 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
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② 地理的表示を登録する場合の識別性の考え方 

 

平成 23 年度産業財産権制度問題調査研究報告書205では、地理的名称からなる商標（地名

のみからなる文字商標）は、第 3 条第 1 項第 3 号に該当することから原則として登録を受

けることができないため、地理的表示保護の観点から、何らかの措置が必要であるとされ

ていた。 

同報告書では、証明商標についても、使用による識別性の獲得により、登録を認め得る

ことで対応できるとされているところ、現行の第 3 条第 2 項は出所表示機能に基づいた特

別顕著性の発生を規定している206一方、証明商標の使用により獲得される識別性は出所表

示とは性質が異なると考えられることから、第 3 条第 2 項を直接適用するのではなく、使

用をされたことにより現に証明された商品（役務）とそれ以外の商品（役務）とを識別す

ることができる状態に至っている場合に、第 3 条第 1 項第 3 号ないし第 6 号の規定にもか

かわらず登録を受け得る旨の類似規定(例えば第 3 条第 3 項として規定)を設けることが提

言されている。 

諸外国では、通常商標と同様の識別性を要件とする制度を有する国がある一方で、地名、

特に産地表示については、証明商標としてであれば（すなわち証明商標としての諸登録要

件を満たしていれば）、記述的商標に関する絶対的拒絶理由を適用せずに登録を認める国

（米国、英国、中国、韓国等）がある。 

制度設計としては、いずれかの要件あるいは両方の要件を考慮するものも取り得るが、

周知性を要件とする場合、証明商標における「周知」とは何かが問題となる。証明商標の

周知性は、通常商標とは異なる機能に基づいて獲得されるのであれば、過去の議論のよう

に 3条 2項に代わる別途の規定を置く必要がある。また、この場合、証明商標の特性から、

全国周知である必要はないことが同報告書では言及されている。今回の学識経験者ヒアリ

ングでも、指定される役務を限定することで、想定される需要者を限定し、周知性の要件

を緩和してはどうかという意見があった207。 

一方で、その商標に係る商品等の一定の品質等が保証されていること（証明商標出願で

あること）を要件として、本来識別性を有さない商標の登録を認める場合の識別性の考え

方について、そのような商標の登録を認めてその独占的使用を法上認めるとすることによ

り、結果として識別性が生じ得ると期待できることが、審査時に識別性について周知性の

要件を要求しないことの理由づけとなり得るとする意見があった208。 

 

                         
205 平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調

査研究報告書」平成 24 年 2 月 一般財団法人知的財産研究所、88 頁～89 頁 
206 「産業財産権法（産業財産権法）逐条解説」（第 19 版）2012 年 特許庁編集・発明推進協会発行、1273 頁 
207 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
208 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
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（ⅲ） 証明商標の制度設計の考え方 

 

ここでは、我が国に導入する証明商標制度の制度設計等に関し、委員会での議論及びヒ

アリングを行った学識経験者の意見を記載した。 

 

① 「商標」の定義との関係 

 

「商標」の定義に識別性の文言を入れるとした場合には、通常商標と証明商標の識別性

について１つの定義規定で対応できるのか、あるいは、証明商標の定義規定を別に置いて、

証明商標の識別性の問題を別途考えるのかどうかを、 初の議論として検討する必要があ

る209。 

諸外国には、証明商標の定義中に、通常商標と異なる識別性が別途規定されている国(「証

明されている商品等とそうでないものを識別するものである」)と、証明商標の識別性が証

明商標の定義中には明確に示されていない国(「品質・特性等を証明するために使用される

商標である」)がある。我が国においても証明商標の識別性の定義を、通常商標と別に設け

るか否かは制度設計の考え方により、いずれも取り得るものである210。 

ただし、通常商標の識別性として厳格な定義を入れた場合、証明商標が商標法の枠内に

収まらなくなることも考えられるという指摘があった211。この点、「商標」の定義に「抽象

的識別性」（特定の商品等に関わらない何らかの商品等の関係との関係で識別性を有し得る

こと）を入れる場合には、証明商標の識別性も、通常商標の「抽象的識別性」に含まれ得

る概念であることから、証明商標の識別性に関する定義規定を別途置かずに一つの定義規

定で対応することも可能ではないかという意見があった212。 

また、証明商標について、実際にその商品の品質を証明できるという品質保証の能力を

制度として担保する制度設計にした場合、そのことを証明商標の定義に入れると商標の枠

内に収まらないと考えられることから、それらは登録要件として規定するほうが望ましい

のではないかという意見があり、また、この場合、目的規定(第 1 条)を変える必要も生じ

得る可能性が指摘された213。なお、証明商標の識別性の定義を別途設けることが、「商標」

の定義に識別性の規定を導入する議論に対して阻害的に働くことはないという意見があっ

た214。 

 

                         
209 委員会での議論 
210 委員会での議論 
211 学識経験者ヒアリングの回答者「B」、「C」 
212 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
213 委員会での議論 
214 委員会での議論 
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② 主体要件、「使用」の解釈 

 

証明商標の場合、商標権者は証明商標を自ら使用してはならないという要件は必須であ

ろうと思われる。証明行為の信頼度を高めるために、商標権者以外の者のみ使用できるも

のとし、商標権者には一定の規約を提出させて品質について厳格なコントロールをさせる

という形式を採る必要があるのではないか215。諸外国の制度においても、オーストラリア

以外の主要国では商標権者の自己使用を禁止する規定となっている。 

主体要件については特に制限がない場合が多いが、我が国の証明商標制度において、証

明商標の保有主体を誰にするのか、個人も含めるのか、国や地方公共団体も含めるのかと

いう議論は必要であろう216。 

また、3 条１項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」につい

て、証明商標は自己が使用しない商標であることから、その解釈及び改正の可能性につい

て検討する必要があると指摘があった217。 

 

③ 証明商標の指定商品・役務及び効力範囲について 

 

通常商標による認証・証明マークの保護においては、権利取得すべき商品・役務の範囲

（区分）が不明確である、あるいは、証明業務（第 42 類）だけでなく、対象となり得る製

品（実際にマークが付され得る商品）の区分について全て取得する必要があり、費用負担

が重いという課題が指摘されている218。 

また、証明商標に関しては、指定商品・役務の類似範囲が通常商標とは違う可能性があ

り、類似の考え方について整理が必要であるとの指摘があった219。 

諸外国のうち、米国では、証明商標は「A（商品）」、「B（役務）」の 2区分のみからなり、

また、中国では多くの指定商品を同額で登録できるようになっており、費用負担が軽減さ

れる制度となっている。証明商標権の効力範囲については、通常の商標と異なる規定がさ

れている国は存在しなかったが、産地表示について証明商標として記述的商標にかかる絶

対的拒絶理由を適用されずに登録された商標権の効力は、第三者の取引慣行に基づいた使

用には及ばない旨の規定が別途設けられている国がある。 

                         
215 委員会での議論 
216 委員会での議論 
217 委員会での議論 
218 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「A」、「C」 
219 委員会での議論（例えば自転車の証明マークが自転車について登録されている場合に、自動車（通常商標では非類似

商品）にその証明マークが使われた場合にも誤認が生じるおそれがあるのではないか。逆に、指定商品「玉ねぎ」に

ついてのみ、「ＭＡＵＩ」という証明商標が登録されている場合に、通常商標と同様に、類似商品である人参につい

てもその権利が及ぶとすると問題ではないか。） 
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我が国における証明商標登録における多区分登録による負担を軽減するための方策及び

その際の効力範囲の考え方について、下記のような案が学識経験者のヒアリングにおいて

挙げられた。 

・通常商標の使用と異なる「証明商標としての使用」について定めるとともに、証明商標

の登録を得たものは、全区分の商品、役務における「証明商標の使用」に対して権利行

使をできるという制度とする220。 

・認証業務における認証対象の商品と同一・類似の場合について、証明商標権のみなし侵

害規定を作り、証明業務の区分のみの権利で多くの商品・役務に対して証明商標の権利

が及ぶようにする221。 

・料金体系を変更し、多区分を取得しても同額とする222。 

 

④ 使用管理規則について 

 

使用管理規則について、特許庁で証明能力の審査、すなわち、品質に係る証明の具体的

手段の妥当性の是非を判断するのは現状では困難であり、必要な使用管理規則が決められ

ているかについて、形式的な審査を前提とした制度とすべきであるという意見が多かっ

た 

223。 

諸外国でも、ほとんどの国々では使用管理規則について形式的な審査を行うに過ぎず、

事後的な取消理由とすることで不適切な使用管理規則の排除を担保している。 

その場合、例えば消費者を欺くような不適切な証明手段を有する使用管理規則について

は、景品表示法、不正競争防止法に基づいた排除を、関係省庁等と連携して行うようにす

べきという意見があった224。 

 

⑤ 制度導入に当たっての方策、留意事項について 

 

具体的な導入の方策については、証明商標制度を商標法内で独立した形で導入する方策

以外に、既存の団体商標制度あるいは地域団体商標制度の拡充による導入案が委員及び学

識経験者から挙げられた。もともと大正 10 年法における団体商標では、使用規則の審査も

行う制度であり、同様の規定を設けることがあり得るとする意見225、また、団体商標の枠

                         
220 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
221 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
222 学識経験者ヒアリングの回答者「C」 
223 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「D」、「F」 
224 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
225 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
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組みの中で証明商標を導入するのであれば（「団体証明商標」等として）、何らかの証明主

体に基づく出所表示と考えることができ、識別性の説明はしやすくなるとする意見があっ

た226。 

地理的表示に係る商標の保護については、既存の地域団体商標との関係を整理する必要

性についての意見が多くあり、特に商標法において地理的表示（地名）のみからなる商標

を保護する手段としては、既存の地域団体商標の拡充によればよいのではないか、という

意見が挙げられた227。その中で、地域団体商標制度との併存の意義として、証明行為の有

無で使い分けができるのではないかという意見もあった228。 

また、登録時の識別性の要件が緩和されたり、指定区分における費用負担が軽減された

証明商標制度を導入した場合、濫用的な出願が懸念されることから、導入に際しては、

初は主体要件を公的な団体等に限定するという意見があった229。また、既に通常商標とし

て登録されている認証・証明マークの保護のため、通常商標から証明商標へのカテゴリ変

更を認める規定の必要性が指摘されている230。 

なお、現在地理的表示等も含めた様々な関連する制度が動き出しているところであり、

それらの動向を見ながら導入議論を進めるほうがよいという意見もあった231。 

また、消費者保護の観点からは、同一分野に同じような証明商標が乱立することは好ま

しくなく、何らかの手当が必要であるという指摘があった232。 

 

⑥ マドリッド協定議定書上の課題に対応するためのみの制度設計について 

 

マドリッド協定議定書上の課題（我が国から他の締約国を指定した証明商標の国際出願

をすることができない）に対応するのためだけにする導入であれば、使用の定義（2条 3項）

のみの 小限の変更だけの改正で導入できるという意見があった。この場合、証明商標と

いうカテゴリを設けるためだけの改正となり、主体的要件、効力範囲は通常商標と何ら変

わらず、商標権者の使用を義務付けないという点のみが通常商標と異なる制度となる 

233。 

 

 

 

                         
226 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
227 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「E」 
228 学識経験者ヒアリングの回答者「B」 
229 委員会での議論 
230 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
231 委員会での議論 
232 関係団体ヒアリング、学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
233 学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
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（ⅳ） 地理的表示保護制度との関係 

 

地理的表示保護制度が既に存在する状況下において、新たに証明商標制度を導入した場

合において、一定の意義が存在するという意見、特に商標権は権利行使が可能である点で

棲み分けができるという意見が多数を占めた。なお、EU では 2015 年に証明標章制度の導

入が決定されているが、証明標章の保護対象からは地理的表示が明確に除外されており、

両制度の制度上の切り分けがなされている234。調整規定の要否については、証明商標の制

度設計によるが、現行の規定で対応できるという意見が多かった。 

 

（２） 証明商標制度導入についての意見 

 

（ⅰ） 証明商標制度についての消費者団体の意見 

 

証明商標制度について、需要者の立場からの意見として、消費者団体からは複雑化する

商品表示の現状を背景に、証明商標は消費者にとってわかりやすい品質等表示になり得る

ことから、消費者による合理的な商品選択に資するとして、証明商標制度の導入に肯定的

な意見が得られた。 

具体的には、既存の JIS・JAS 法、家庭用品品質表示法等は規制法であって品質チェック

等の行政負担が大きいと思われ、昨今の多様な品質基準がある状況には十分対応しきれて

いない可能性が考えられるところ、行政負担が少なく、各団体が自らの権利に基づいた品

質チェック機能を持ち得ると思われる証明商標制度は認証・証明マークの価値を高め、消

費者への適切な情報提供の制度として好ましい制度になり得る、現在乱立している様々な

認証・証明マークをまとめるような法的枠組み・受け皿になることも期待できるという見

解が示された。学識経験者からも同様に消費者保護の観点から、事業者と消費者との商品

情報の非対称性を解消するための制度として有効に機能し得るのではないかという指摘が

あった235。 

 

（ⅱ） 学識経験者及び委員の意見 

 

学識経験者及び委員からは、マドリッド協定議定書上の課題の観点236、国際ハーモナイ

ゼーションの観点237から、証明商標のカテゴリを設けることの必要性が指摘された。 

                         
234 海外質問票調査（EU） 
235 学識経験者ヒアリングの回答者「G」 
236 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「A」 
237 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
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一方で、現状でも認証・証明マークは通常商標として保護を受けることが可能であり、

さらなる制度導入のニーズが不明であるとする意見もあった238。特に、証明商標制度によ

って地理的表示（特に地名）を保護する必要性は明確ではないという意見もあり、制度導

入に当たっては、さらなる調査・検討が必要である。具体的には、諸外国のように地名の

みからなる保護すべき地理的表示が我が国において存在しているといえるか239、地名のみ

からなる文字商標は、証明商標としての機能（識別性）を発揮できるか疑問であり保護の

必要があるか240、図形が含まれれば通常商標として登録され得るので、そのために証明商

標制度を導入する必要性があるか241等の意見があった。 

 

（３） 今後の議論の方向性 

 

証明商標の識別性及び証明商標制度の制度設計を考えるに当たっては、議論の前提とし

て、どのようなニーズがあり、何を保護しようとするのかという政策的判断について、地

理的表示の保護の在り方、一定の品質保証能力を商標制度として担保するか等の是非も含

めて十分に議論する必要がある。また、証明商標の識別性をどのように考えるかは、商標

そのものの識別性について考えることと不可分であり、「商標」の定義に識別性を入れる際

の議論の中でも併せて検討していく必要がある。 

証明商標制度の導入については、需要者（消費者）の保護の観点からのニーズ及びそれ

に基づいた制度設計の在り方についてより詳細な議論が必要である。証明商標制度は複雑

化する商品表示の現状を背景に、需要者にとってわかりやすい品質等表示制度になり得る

と考えられることから、制度導入の在り方について引き続きさらなる検討を行っていくこ

とが望まれる。 

 

  

                         
238 委員会での議論 
239 学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
240 学識経験者ヒアリングの回答者「D」 
241 委員会での議論、学識経験者ヒアリングの回答者「F」 
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Ⅲ. 「商標」の定義の観点からの識別性に関する課題 

 

１.  序 

 

（１） 背景・目的 

 

現行の我が国商標法第2条第1項は、「『商標』とは、人の知覚によつて認識することがで

きるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その

他政令で定めるもの（『標章』）であって、業として商品（役務）の生産等をする者がその

商品（役務）について使用をするもの」と定めており、「識別性」は構成要素として含まれ

ていない。 

しかしながら、商標の本質的機能は、自他商品役務の識別機能や出所表示機能242であり、

裁判例においても、その旨を判示しているものが多数存在している243。また、諸外国・地域

の法令においては、「商標」の定義に識別性を構成要素として規定しているものも多く244、

諸外国と同様に、我が国商標法第2条第1項の「商標」の定義に識別性を追加すべきとの指

摘がある。 

当該指摘については、これまで産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会におい

て議論を重ねてきたところ、当該議論では、自他商品役務の識別性を「商標」の定義に追

加すべきであるという意見が多数を占めたが、一方で、「商標」の本質的な定義を変更する

ことは、商標法の体系に大きな影響を与えるのではないかという意見もあり、当該小委員

会では、「商標」の定義について、「引き続き具体的な条文に則して更なる検討を行ってい

くべきものとし、そのための具体策を講じるのが適当であると考える。」と取りまとめられ

た。そのため、「商標」の定義に識別性を追加する場合に商標法の体系にどのような影響を

与えるのかを具体的に整理することが必要である。 

                         
242 「自他商品・自他役務の識別力あるいは出所表示機能というような商標の本質的機能」（工業所有権法（産業財産権

法）逐条解説〔第 19 版〕1273 ページ）

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu19/syouhyou_all.pdf 
243 「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持する

ことにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、・・・（略）」（ 判平成 9年 3月 11 日・平成 6年（オ）

第 1102 号）「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品

との品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、・・・（略）」

（東京高判平成 2年 3月 27 日・平成１年（行ケ）第 178 号）「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に

係る商品と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機

能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」（東京地判昭和 55 年 7月 11 日・昭和 53 年（ワ）第 255 号） 

「商標の本質は、商品の出所の同一性を表彰することにもあるもの、と解するのが相当である。」（ 判昭和 39 年 6

月 16 日・昭和 37 年（オ）第 955 号）「『本来の商標』は、これにより自己の営業に係る商品を他の商品と区別するた

めの『目じるし』として、すなわち、自他商品を識別することを直接の目的として商品に附されるものである。」（大

阪地判昭和 51 年 2月 24 日・昭和 49（ワ）第 393 号） 
244 第 27 回商標制度小委員会 資料１「新しいタイプの商標の保護の導入に伴う『商標』の定義の見直し等について」の

「４．国際的な状況」参照。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark27/shiryou1.pdf 



 

- 85 - 

したがって、本調査研究は、商標の識別性に関する課題の整理として、我が国における

特別な証明商標制度を導入する際の識別性等の課題、及び「商標」の定義に識別性を追加

することに関する課題を調査、整理及び分析し、我が国の商標法における「認証・証明マ

ーク」の保護の在り方及び「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度の在り方の検討

のための基礎資料を作成することを目的とする。 

 

（２） 実施方法 

 

（ⅰ） 公開情報調査 

 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、国内外における「商標」の定義及びその変遷並びに我が国におけ

る「商標」の定義に関する課題を米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中

国、韓国、シンガポール、ブラジル、カナダ、スペイン、台湾、ニュージーランド、メキシ

コ、ベトナム、ロシア、インド、インドネシア、マレーシアの20の国又は地域を調査、整

理及び分析した。 

 

（ⅱ） 海外質問票調査 

 

諸外国又は地域の商標法における「商標」の定義の変遷については、公開情報調査の調

査対象国である、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、シン

ガポール、ブラジルの10か国・地域について、海外の法律事務所等を対象に海外質問票調

査を実施した。 

 

（ⅲ） 国内ヒアリング調査 

 

① 関係団体へのヒアリング調査（「商標」の定義について） 

 

我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する必要性等について、日本弁

護士連合会、日本弁理士会、一般社団法人日本知的財産協会、日本化粧品工業連合会、一

般社団法人電子情報技術産業協会及び一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター

の6者の関係団体にヒアリング調査を行った。 
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② 学識経験者へのヒアリング調査（「認証・証明マーク」の保護及び「商標」の定義につ

いて） 

 

商標制度に精通した学識経験者（6者）に対しヒアリング調査を行った。当該ヒアリング

調査は、公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえて更に深掘りすること、及び「商標」

の定義に「識別性」を追加する際の課題の整理を行うことを目的とする。 

 

（ⅳ） 委員会による検討及び検討結果の取りまとめ 

 

委員会においては、我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加するとした

場合の法制的及び実務的な課題について、専門的な視点からの検討、分析を行うため、本

調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等）及び関係団

体の意見を代表する者の計6者程度（1者を委員長とする）で構成される調査研究委員会を

設置し、検討及び検討結果の取りまとめを行った。 
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２． 公開情報調査〔「商標」の定義規定及びその変遷並びに「商標」の定義

に関する課題〕 

 

（１） 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会での検討 

 

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（旧組織体を含む）において、「商標」

の定義に識別性を追加することについて下記のような議論がなされた。 

 

（ⅰ） 平成7年12月工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」245 

 

『「標章の使用態様が自他商品を識別するという機能の面において使用されているもの

と認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない」との考え方

は、学説･判例上、ほぼ確立した考え方となっているともみられ、定義の改正によって、か

えって混乱が生じる恐れがあるとの指摘もある。また、定義を改正する場合には、法律の

他の部分にどのような修正を行う必要があるか、法律構造の根本的な考え方から変更する

必要が生じないか、あるいは判例上積み上げられてきた解釈･運用にどのような影響があり

得るか、といった点を含め十分な検討をする必要がある。以上のことを踏まえると、「商標」

の定義規定の見直しの是非については、引き続き検討していくことが必要である。』 

 

（ⅱ） 平成18年2月産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」246 

 

〇検討の内容 

小委員会では、現行法における「商標」の定義において、識別性を商標の要素として規

定することについて検討を行った。・・・小委員会の検討の中では、「商標」の定義に識別

性を追加することについて前向きな意見がある一方、現行法の定義によって特段の実務上

の支障は生じていないとの意見があった。 

 

〇対応の方向性 

『商標が使用される場合に、識別性を有していることが必須の要件であることは、裁判

例においても既に確立しているが、「商標」の定義において規定することにより明確化する

との意義が考えられる。・・・一方、定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてき

た裁判例との齟齬が生じないよう担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合

性を確保する必要があることから、「商標」の定義については、更に検討を行うことが必要

                         
245 平成 7年 12 月工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」 
246 平成 18 年 2 月産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」 
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であると考えられる。』 

 

（ⅲ） 平成21年10月産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会「新しいタイプ

の商標に関する検討ワーキンググループ報告書」247 

 

『現行制度においては、識別性を第3条の商標の登録要件として定めており、第2条の「商

標」の定義の要件とはしていないところ、社会通念上の商標の意味に合わせるために識別

性の要件を「商標」の定義規定に追加すべきではないかとの指摘がある。 

 しかし、「商標」の定義に識別性の要件を追加することとした場合、現行の商標について

これまで積み重ねられてきた「商標としての使用」に関する裁判例との齟齬が生じないよ

う担保する必要があるほか、商標の使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要等があ

る。 

 したがって、「商標」の定義規定に識別性の要件を追加することについては、新しいタイ

プの商標の導入状況も踏まえつつ、商標法全体の問題として、慎重な検討が必要であると

考えられる。』 

 

（ⅳ） 平成25年9月産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会「新しいタイプの

商標の保護等のための商標制度の在り方について」248 

 

○定義に識別性を追加すべきという意見 

・ 新しいタイプの商標の保護を導入するに当たって、第2条の定義等は、国際的な状況

に鑑みると、限定列挙は適切ではない。ユーザーが新しいタイプの商標とは何か分か

りやすいものとなるよう、可能な限り具体的な例を挙げた上で、包括的な規定とする

ことが適切である。 

・ 商標の本質的機能は自他商品役務識別機能や出所表示機能等であり、裁判例において

その旨を判示しているものも多数存在しているにもかかわらず、現行の「商標」の定

義では、自他商品役務の識別性が商標の本質的要素となっていないことから、標章を

例示した上で包括規定とすることに伴い、諸外国と同様に、「商標」の定義に自他商品

役務の識別性を追加規定すべきである。 

・ 産業財産権法の定義を比較すると、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象と

なるものの本質を定義しているが、商標法は「商標」の本質に関する定義はされてお

                         
247 平成 21 年 10 月産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググ

ループ報告書」 
248 平成 25 年 9 月産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度

の在り方について」 
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らず、産業財産権法の全体からしても整合性がとれていない。 

 

○定義に識別性を追加する必要はないという意見 

・ 「商標」の本質的な定義を変更することは、商標法の体系に大きな影響を与えるので

ないか 

・ 「商標」の定義に識別性を追加しても、直接には商標概念の広がりの制約にはつなが

らず、むしろ識別性を追加することにより、侵害訴訟において、権利者の主張立証事

項に影響を与え、権利行使を困難にしてしまう恐れがあることも考慮する必要がある

のではないか。 

 

〇対応の方向性 

 商標法の体系への影響及び実務的な影響については、当小委員会においても検討してき

たところであるが、引き続き具体的な条文に則して更なる検討を行っていくべきものとし、

そのための具体策を講じるのが適当であると考える。 

 

（ⅴ） 平成28年7月産業構造審議会知的財産分科会第2回商標制度小委員会「商標制度に

係る検討事項」249 

 

〇対応の方向性 

 「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」（平成25年9月 産業

構造審議会知的財産分科会報告書）を踏まえ、今年度、特許庁では我が国の商標法におけ

る「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度の在り方の検討を目的として、「商標」の

定義に識別性を追加する場合の課題の整理・分析に関する調査研究を行い、国内外の文献

調査、「商標」の定義規定に識別性を追加する必要性及び「商標」の定義規定に識別性を追

加する場合の法律への影響等について整理・分析を行う予定である。 

 「商標」の定義に識別性を追加するか否かについては、本調査研究により明らかとされ

る「商標」の定義への識別性の追加の必要性及び法律への影響等を踏まえ、今後も引き続

き検討を進めてはどうか。 

 

（２） 「商標」の定義に識別性を追加するメリット・デメリット250 

 

 「商標」の定義に識別性を追加する場合の主なメリット・デメリットは下記のとおりで

                         
249 平成 28 年 7 月産業構造審議会知的財産分科会第 2回商標制度小委員会 資料 3 
250 第 31 回商標制度小委員会 資料 2、第 27 回商標制度小委員会 参考資料 1など 
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ある。 

 

（ⅰ） 「商標」の定義に識別性を追加するメリット 

 

・ 多くの国で「商標」の定義に識別性を規定しており、国際調和を図ることができる。 

・ 商標の本質である自他商品識別機能を「商標」の定義に規定することにより、「商標」

の概念が一般の認識と合致する。 

・ 産業財産権法の定義を比較した場合、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象

となるものの本質を定義している。商標法が「商標」の本質に関する定義を入れれば、

産業財産権法の全体からしても整合性が取れる。 

 

（ⅱ） 「商標」の定義に識別性を追加するデメリット 

 

・ 「商標」の本質的な定義を変更することは、商標法の体系に大きな影響を与える恐れ

がある。 

・ 定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてきた裁判例との齟齬が生じない

よう担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要があ

るが、識別性の要件を商標法第2条第1項の「商標」の定義に盛り込むと、第3条、第

26条等の「商標」の語を「標章」に書き改める必要が生ずるだけではなく、立法技術

的に困難な点が生ずる部分もあり、混乱を生ずる恐れがある。 

 

（３） 侵害訴訟の裁判例からみる「商標」の識別性についての考え 

 

 侵害訴訟の裁判例における主な「商標」の識別性についての考えは以下のとおりである。 

 

・ 識別性が商標権侵害の構成要件にないため、識別性を発揮しない使用であるにも関わ

らず、商標権者から訴えを提起されることがあり、裁判例では、商標的使用論で対処

している。 

・ 商標権侵害訴訟において、自他商品を識別する機能の面において使用されているも

のと認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない、との

考え方は、学説･判例上、ほぼ確立した考え方となっており、立法的にも平成26年法

改正において商標権の効力が及ばないものとして明確化されている。これまで重ねら

れてきた「商標としての使用」に関する整合性を確保することが必要である。 

・ 不使用取消審判・訴訟においては、自他識別機能を果たす態様での使用に限定されな

いとの裁判例があり、「商標」の定義に識別性を追加した場合、齟齬が生じる恐れが
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ある。 

 

（４） 不使用取消訴訟における「使用」と商標的使用について 

 

 不使用取消訴訟における「使用」と商標的使用についての代表的な裁判例は以下のとお

りである。 

 

【図表Ⅲ-1】不使用取消訴訟における「使用」と商標的使用についての代表的な裁判例 
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（５） 我が国の「商標」の定義に関する規定251 

 

 我が国の「商標」の定義に関する規定の変遷は以下のとおりである。 

 

① 明治 32 年法 

「自己ノ商品ヲ表彰スル為商標ヲ専用セムトスル者ハ此ノ法律ニ依リ其ノ登録ヲ受クル

コトヲ得」（第 1 条）という条文があるのみで、「商標」の定義に識別性が明確にされてい

なかった。 

 

② 明治 42 年法・大正 10 年法 明治 42 年法及び大正 10 年法 

大正 10 年商標法 第 1条第 1項及び第 2項 

自己ノ生産、製造、加工、選択、証明、取扱又ハ販売ノ営業ニ係ル商品ナルコトヲ表彰スル為商標ヲ専用

セムトスル者ハ商標ノ登録ヲ受クルコトヲ得登録ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字、図形若ハ記号又ハ其ノ

結合ニシテ特別顕著ナルモノナルコトヲ要ス 

 

若干条文は異なるものの、登録されるべき商標の要件として「特別顕著ナルモノ」を

明記していた。この「特別顕著性」の意味については見解が分かれていたが、一般的に

は、取引上自他の商品を識別させる力、ないし商品の出所の指標力又は表示力と解され

ていた。 

 

③ 現行法（昭和 34 年法） 

商標法 （定義等）第 2条 

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体

的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次

に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除

く。） 

 

現行法制定時に「商標」の定義に関連して、その定義の中に、「当該商品が自己の業務に

係る商品であることを表示し、その商品と他人の業務に係る商品とを区別するために使用

するものをいう。」というような主観的要件を付加してはどうかという意見、さらに進んで、

                         
251 平成 15 年 7 月 29 日第 2回商標制度小委員会 資料１ 
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「…区別することができることをいう。」という自他商品の識別力をも商標の構成要件（客

観的要件）としたらどうかという意見があった。 

 

両者共に商標の本来的な機能に着目した見解だが、現行法の定義では標章を単に商品に

ついて用いるだけで商標であるとした結果、商標の概念は形式的には広くなっている。 

しかしながら、第 1 条、第 2 条第 1 項、第 3 条等の趣旨を総合すれば、現行法において

も商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる。 

また、平成 3 年の一部改正により、役務に係る「商標」の定義が追加されたが、前記の

考え方に相違はない252。 

 

現行法では「特別顕著」という字句を使わないで、その代わりその具体的内容を商標法

第 3 条第 1 項各号に列挙したのである。すなわち、現行法の立場は特別顕著とは商標のも

つ自他商品又は役務の識別力であり、商標登録の要件であるとして、法文に明記したわけ

である253。 

  

                         
252 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」第 19 版 1268 頁（2012 年 特許庁編集、発明推進協会発行） 
253 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」第 19 版 1275 頁（2012 年 特許庁編集、発明推進協会発行） 
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（６） 諸外国における「商標」「標章」の定義 

 

（ⅰ） 諸外国における「商標」「標章」の定義の識別性 

 

諸外国における「商標」「標章」の定義の識別性の有無や定義方法は以下のとおりである。 

【図表Ⅲ-2】諸外国における「商標」「標章」定義の識別性の有無等 

 
注１：客観的識別性（商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があること） 

注 2：抽象的な客観的識別性（特定の商品等に関わらない何らかの商品等との関係で客観的識別性があること） 

注 3：「商標」の定義では「the identity of that person, and means」、証明商標の定義には「識別する機能を有する

標章」（第 56 条(1)）と規定 

　識別性の有無 「商標」定義方法
保護対象の例示

の有無

1 日本 × 限定列挙 〇
2 マレーシア △注3 包括規定 〇
3 米国 〇 限定列挙 〇
4 韓国 〇 限定列挙 〇
5 アルゼンチン 〇 包括規定 〇
6 インド 〇 包括規定 〇
7 インドネシア 〇 包括規定 〇
8 シンガポール 〇（"区別"） 包括規定 〇
9 スペイン 〇 包括規定 〇
10 タイ 〇（"異なる"） 包括規定 〇
11 南アフリカ 〇 包括規定 〇
12 英国 〇注２ 包括規定 〇
13 イタリア 〇 包括規定 〇
14 台湾 〇 包括規定 〇
15 中国 〇（"区別"） 包括規定 〇
16 ドイツ 〇注２ 包括規定 〇
17 トルコ 〇 包括規定 〇
18 フランス 〇 包括規定 〇
19 EU 〇注２ 包括規定 〇
20 オーストラリア 〇 包括規定 ×
21 カナダ 〇 包括規定 ×
22 ブラジル 〇 包括規定 ×
23 ベトナム 〇 包括規定 ×
24 カンボジア 〇 包括規定 ×
25 フィリピン 〇 包括規定 ×
26 メキシコ 〇（"区別"） 包括規定 ×
27 ロシア 〇 包括規定 ×
28 商標法条約
29 パリ条約
30 TRIPs協定 〇注1 包括規定 〇

同盟国の裁量に委ねる

国名

商標・標章の定義

パリ条約の規定を遵守
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このように、多くの国において、「商標」の定義において「識別性」を明示的に要素とし

ている。また、定義を包括的に規定して、定義に識別性を入れている国が多い。 

 

（ⅱ） 主要国における「商標」の定義に関する規定254 

 

 主要国における「商標」の定義に関する規定の概要は以下のとおりである。 

 

① EU 

EU においては、欧州連合商標指令により欧州連合加盟国の商標法のハーモナイゼーショ

ンが進められている。欧州連合商標指令第 3 条は、商標を構成することができる標識は、

ある事業の商品若しくはサービスと他の事業のそれとを識別することができるものである

場合に限ると規定しており、自他商品等識別可能性を商標の構成要素としている。また、

同第 4 条は、識別性を欠く商標を絶対的拒絶理由又は無効理由としている。イギリス商標

法及びドイツ商標法においても、商標の構成要素及び登録要件について同様の規定を置い

ている。 

また、2017 年 10 月 1 日施行予定の欧州連合規則においても、欧州連合商標指令と同様

の規定を置いている。 

 

欧州連合商標指令(2015.12.5)（仮訳） 

第 3条 商標を構成しうる標識商標は、いかなる標識からも、とくに人名を含む語、デザイン、文字、数字、

色彩、商品の形状又はその包装により、構成することができる。ただし、その標識は、 

(a) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができ

るもの；かつ 

(b) 権利者に与えられた保護される対象を登録簿に明確かつ正確に、管轄庁および第三者が特定できるよう

に表現することができるものに限る。 

 

第 4条 絶対的拒絶又は無効理由 

１．次に掲げるものは登録されることができず、また登録された場合、無効を宣言されるものとする。 

(a) 商標を構成できない標識 

(b) 識別性を欠く商標 

(c) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産又はサービスの提供の時期そ

の他の商品の特徴を表示するために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標 

                         
254 第 27 回商標制度小員会 資料 1 5 頁～10 頁を基に、各国の条文（仮訳）は、特許庁ホームページ「外国産業財産権

制度情報」で更新し、欧州連合商標指令（仮訳）及び欧州連合規則（仮訳）は旧法の仮訳を基に独自に修正した。 
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(d) 通用語において又は真正かつ確立した取引実務において慣習化している標識又は表示のみからなる商標 

… 

３．登録出願の日前に、その使用により識別性を獲得している商標は、第 1項(b)、(c)又は(d)の規定により

その登録を拒絶されない。無効宣言申請（application）の日前に、その使用により識別性を獲得している商

標は、同様に理由により無効を宣言されない。 

 

② 米国 

 

米国連邦商標法第 45 条は、商標は、「語、名称、記号若しくは図形又はその結合を含む

もの」とその対象を例示した上で、「その者の商品を特定し、他人が製造又は販売するもの

から識別し、出所が知られていない場合でも、その商品の出所を表示することにあるもの」

が商標である旨を規定している。また、同第 2 条は、出願人の商品を他人の商品から識別

することを可能にする商標（trademark by which the goods of the applicant may be 

distinguished from the goods of others）は登録を拒絶されないと規定しており、客観

的識別性を有していないことを拒絶理由としている。なお、「Qualitex Co. v. Jacobson 

Products Co.、Inc.、514 U.S. 159 (1995)」 高裁判決において、あらゆる商標の対象が

「シンボル」又は「デバイス」にて解釈可能とされており、また、商標の対象についても

『「商標」という用語は、・・・を含むもの』と、その対象を限定しているものではないた

め、自他商品等を識別するための表示であれば、あらゆるものが商標の対象となり得るこ

とになる。 

 

③ オーストラリア 

 

オーストラリア商標法第 17 条は、商標は、ある者が業として取引又は提供する商品又は

サービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用

する、又は使用予定の標識である旨を規定しており、自他商品等を識別するために使用す

る、又は使用予定のものを商標の構成要素としている。また、同第 41 条は、出願人の商品

を他人の商品から識別することができない場合は、拒絶しなければならないと規定されて

おり、客観的識別性を有していないことを拒絶理由としている。なお、オーストラリア商

標法においては、第 6条において、「標識」は、「文字、語、名称、署名、数字、デバイス、

ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれ

らの結合を含む。」と規定し、その対象を例示列挙しているが、『「標識」は、・・・を含む。』

と、その対象を限定しているものではないため、自他商品等を識別するための表示であれ

ば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。 
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（ⅲ） 主要国における「商標」の定義及び絶対的拒絶理由に関する規定 

 

 主要 10 か国・地域における「商標」の定義及び絶対的拒絶理由に関する規定の概要は以

下のとおりである。 

下記のとおり、多くの諸外国においては、｢商標」の定義として、本質的機能である自他

商品等識別可能性を商標の構成要素として規定している。 
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【図表Ⅲ-3】主要国の「商標」の定義と絶対的拒絶理由 

国名 米国 EU 英国 ドイツ フランス 

条文番号 第 45 条 第 4条（2017 年 10 月 1日施行） 第 1 条 第 3 条 L711 条１ 

「商標」

の定義 

商標。「商標」という用語は、
語、名称、記号若しくは図形
又はその結合であり、次の条
件に該当するものを含む。 
(1)ある者によって使用され
ているか、又は 
(2)それを、ある者が取引に
おいて使用する誠実な意図
を有しており、かつ、この章
によって制定された主登録
簿への登録を出願するもの
であって、その目的が独自の
製品を含む、その者の商品を
特定し、それを他人が製造又
は販売するものから識別し、
また、その商品の出所を、そ
れが知られていない場合で
も、表示することにあるもの
サービスマーク。「サービス
マーク」という用語は、語、
名称、記号若しくは図形又は
その結合であって、次の条件
に該当するものを意味する。
(1)（同上） 
(2)（同上）、その目的が独自
のサービスを含む、その者の
サービスを特定し、それを他
人のサービスから識別し、ま
た、そのサービスの出所を、
それが知られていない場合
でも、表示することにあるも
の。ラジオ又はテレビ番組の
題名、キャラクター名及びそ
の他の識別性のある特徴は、
それら又はその番組がスポ
ンサーの商品を広告するも
のであっても、サービスマー
クとして登録することがで
きる。 

欧州連合商標は、あらゆる標
識、特に、個人の名称を含む
語、模様、文字、数字、色彩、
商品の形状若しくはその包
装又は音であって、次に該当
するものをいう。 
（ａ）ある事業に係る商品又
は役務と他の事業に係る商
品又は役務とを識別するこ
とができ、かつ、 
（ｂ）欧州連合商標の登録簿
に、第三者が、容易かつ明確
に標章の保護される対象を
特定できるように表現する
ことができる。 

(1)本法において「商標」と
は、視覚媒体により表現する
ことができるすべての標識
であって、ある事業の商品又
はサービスを他の事業の商
品又はサービスから識別す
ることができるものをいう。
特に、商標は、語(個人の名称
を含む)、図案、文字、数字又
は商品若しくはその包装の
形状からなることができる。
(2)本法において商標という
ときは、団体標章(第 49 条参
照)又は証明標章(第 50 条参
照)を含む。ただし、文脈上別
段の解釈を必要とする場合
は、この限りでない。 

(1)商標として保護すること
ができる記号 
(1)如何なる記号も、特に個
人名を含む語、図案、文字、
数字、音響標章、商品若しく
はその包装その他梱包の形
状を含む立体形状、色彩及び
色彩の組み合わせを含むも
のであって、ある事業に係る
商品又はサービスを他の事
業に係る商品又はサービス
から識別することができる
ものは、商標として保護する
ことができる。 

商標又はサービスマークと
は、自然人又は法人の商品及
びサービスを識別するのに
役立つ、視覚的な表示が可能
な標識である。次のものは、
そのような標識を構成する
ことができる。 
(a)あらゆる形態の名称。例
えば、語、語の組合せ、姓、
地理的名称、筆名、文字、数
字、略語 
(b)聴覚的標識。例えば、音、
楽句 
(c)形象的標識。例えば、図
案、ラベル、印章、織端、浮
き彫り、ホログラム、ロゴ、
合成形象。形状、特に製品若
しくはその包装の形状又は
サービスを特定する形状。色
彩の配置、組合せ又は色合い 
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国名 米国 EU 英国 ドイツ フランス 

条文番号 第 2 条 第 7 条 第 3 条 第 8 条 L711 条 2 

絶対的拒

絶理由 

出願人の商品を他人の商品
から識別することを可能に
する商標は、その性質を理由
として、主登録簿に登録する
ことを拒絶されることはな
い。ただし、その商標が次に
該当するときはこの限りで
ない。 
(e)次の標章から成ること。 
(1)出願人の商品に付して又
は関連して使用される場合
に、それらの商品を単に記述
するか又は欺瞞的に記述す
るもの； 
(2)出願人の商品に付して又
は関連して使用される場合
に、主として地理的にこれら
の商品を記述するもの。ただ
し、原産地表示 として本巻
第 1054 条に基づいて登録す
ることができるものを除く；
(3)出願人の商品に付して又
は関連して使用される場合
に、主として地理的にこれら
の商品を欺瞞的に記述する
もの； 
(4)主として氏姓であるに過
ぎないもの；又は 
(5)全体として機能的である
事項を含むもの 

(1)次のものは、登録するこ
とができない。 
(a)第 4 条の要件に従わない
標識 
(b)識別性を欠く商標 
(c)商品の種類、品質、数量、
用途、価格、原産地、生産時
期、サービスの提供時期、又
は商品又はサービスのその
他の特徴を示すために取引
上使用されることがある標
識又は表示のみからなる商
標 
(d)通用語において又は善意
のかつ確立した商慣習にお
いて常用されるようになっ
ている標識又は表示のみか
らなる商標 
(e)次の形状のみからなる標
識 
(i)商品そのものの性質から
生じる形状またはその他の
特徴 
(ii)技術的成果を得るため
に必要な商品の形状または
その他の特徴 
(iii)商品に本質的価値を与
える形状またはその他の特
徴 
(f)公共政策又は一般に是認
された道徳規範に反する商
標 
(g)公衆を、たとえば、商品若
しくはサービスの性質、品質
又は原産地について欺瞞す
るような性質の商標 
(h)～(m) （省略） 
 

(1)次のものは登録されな
い。 
(a)第 1条(1)の要件を満たさ
ない標識 
(b)識別性を欠いている商標 
(c)商品若しくはサービスの
種類、品質、数量、用途、価
格、原産地、生産時期若しく
は提供時期又は商品若しく
はサービスのその他の特徴
を表すために取引上役立つ
ことができる標識又は表示
のみからなる商標 
(d)取引上の通用語において
若しくは公正なかつ確立し
た商慣習において常用され
るようになっている標識又
は表示のみからなる商標 
ただし、商標がその登録出願
の日前に使用された結果実
質的に識別性を有している
場合は、(b)、(c)又は(d)によ
って登録を拒絶されない。 
(2)標識は、それが次のもの
のみからなる場合は、商標と
して登録されない。 
(a)商品自体の性質に由来す
る形状 
(b)技術的成果を達成するた
めに必要とされる商品の形
状、又は 
(c)商品に実質的価値を与え
る形状 
(3)商標は、次の場合は登録
されない。 
(a)公の秩序又は一般に容認
された道徳原理に反する場
合、又は 
(b)公衆を(たとえば、商品又
はサービスの内容、品質又は
原産地について)欺瞞するよ
うな内容である場合 
(4)～（6） （省略） 
 

(2)次の商標は登録されない
ものとする。 
1.商品又はサービスについ
ての識別性を有していない
商標 
2.商品若しくはサービスの
種類、品質、数量、用途、価
格、原産地、生産若しくは提
供の時期又はその他の特徴
を示すために取引上使用さ
れることがある記号又は表
示のみをもって構成された
商標 
3.指定する商品又はサービ
スについて、通用語において
又は誠実なかつ確立した商
慣習において常用されるよ
うになっている記号又は表
示のみをもって構成された
商標 
4.特に、商品若しくはサービ
スの種類、品質又は原産地に
ついて、公衆を欺くようなも
のである商標 
5.公の秩序又は一般に容認
された道徳原理に反する商
標 
6.国の紋章、旗章若しくはそ
の他の記章又は国内の地方、
地域団体若しくはその他の
共同体的団体の紋章を含む
商標 
7.～9. （省略） 

標章となり得る標識の識別
性は、指定商品又はサービス
との関連において評価され
るものとする。 
次のものは、識別性を有して
いないものとする。 
(a)標識又は名称であって、
日常の言語又は技術的言語
によって商品又はサービス
についての必然的、包括的又
は通常の呼称を構成するに
過ぎないもの 
(b)標識又は名称であって、
製品又はサービスの特徴、特
に種類、品質、数量、用途、
価格、出所、商品の製造又は
サービスの提供の時期等を
指定する機能を有するもの 
(c)製品の内容又は機能から
生じる形状、又は製品に実質
的価値を与える形状のみか
ら成る標識(c)にいう場合を
除き、使用によって識別性が
取得されることがある。 
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国名 オーストラリア 中国 韓国 シンガポール ブラジル 

条文番号 第 17 条、第 6条 第 8条、第 9条 第 2条 第 2条 第 122 条、第 123 条 

「商標」

の定義 

第 17 条 商標とは何か 
「商標」は、ある者が業とし
て取引又は提供する商品又
はサービスを、他人が業とし
て取引又は提供する商品又
はサービスから識別するた
めに使用する、又は使用予定
の標識である。 
 
第 6条 定義 
「標識」は、文字、語、名称、
署名、数字、図形、ブランド、
標題、ラベル、チケット、包
装の外観、形状、色彩、音若
しくは香り又はそれらの結
合を含む。 

第 8 条 自然人、法人又はそ
の他の組織の商品を他人の
商品と区別することができ
るいかなる標章（文字、図形、
アルファベット、数字、立体
的形状、色彩の組合せ及び音
声等、並びにこれらの要素の
組合せを含む）は、全て商標
として登録出願することが
できる。 
 
第 9 条 登録出願にかかる商
標は、顕著な特徴を有し、容
易に識別でき、かつ他人の先
に取得した合法的権利と抵
触してはならない。 
商標権者は「登録商標」又は
登録済みの表示を表記する
権利を有する。 

1.「商標」とは、自己の商品
(地理的表示が使用される商
品の場合を除き、役務または
役務の提供に関連した物を
含む。以下同じ。)と他人の商
品を識別するために使用す
る標章をいう。 
2.「標章」とは、記号、文字、
図形、音、匂い、立体的形状、
ホログラム・動作または色彩
等であって、その構成または
表現方式に関係なく、商品の
出所を示すために使用する
すべての表示をいう。 

(1)本法において、文脈上他
に要求されない限り、 
「標識」とは、文字、単語、
名称、署名、数字、図形、ブ
ランド、標題、ラベル、チケ
ット、形状、色、包装の外観
又はこれらの組合せを含む。
「商標」とは、図形表示する
能力があり、かつ、ある者が
業として取り扱う又は提供
する商品又はサービスと、そ
の他の者がかく取り扱う又
は提供する商品又はサービ
スとを区別する能力のある
標識をいう。 

第 122 条 
視覚的に認識することがで
きる標識であって、識別性を
有するものは、法的に禁止さ
れていない限り、標章登録を
受けることができる。 
 
第 123 条 
本法の適用上、次に掲げる定
義が適用される。 
(I)製品標章又はサービスマ
ーク：ある製品又はサービス
を、出所は異なるが、同一、
類似又は同種である別の製
品又はサービスから識別す
るために使用される標章 
(II)証明標章：ある製品又は
サービスが、品質、特性、使
用した原料及び方法等に関
し、一定の技術的基準又は規
格と合致していることを証
明するために使用される標
章 
(III)団体標章：一定の団体
の構成員によって提供され
る製品又はサービスを識別
するために使用される標章 
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国名 オーストラリア 中国 韓国 シンガポール ブラジル 

条文番号 第 41 条 第 10 条、第 11 条 第 33 条 第 7条 第 124 条 

絶対的拒

絶理由 

(1)商標登録出願は、当該商
標がその登録を求める出願
人の商品又はサービス(「指
定商品又はサービス」)を他
人の商品又はサービスから
識別することができない場
合は、拒絶されなければなら
ない。 
(2)商標は、(3)又は(4)の何
れかが商標に適用される場
合にのみ、指定商品又はサー
ビスを他人の商品又はサー
ビスから識別することがで
きないものとみなされる。 
(3)本項は、商標が次に該当
する場合に適用される。 
(a)商標が、本質的に、指定商
品又はサービスを他人の商
品又はサービスから識別す
るのに全く適合しておらず、
かつ 
(b)出願人が、当該出願の出
願日前に、商標が指定商品又
はサービスを出願人のもの
であると事実上識別する程
度まで使用していなかった
場合 
(4)本項は、商標が次に該当
する場合に適用される。 
(a)商標が、本質的に、指定商
品又はサービスを他人の商
品又はサービスから識別す
るのにある程度まで適合し
ているが、十分ではなく、か
つ 
(b)商標が、次の事項の結合
効果を考慮に入れて、指定商
品又はサービスを出願人の
ものとして識別しておらず、
将来識別するようにもなら
ない場合 
(i)商標が本質的に指定商品
又はサービスを他人の商品
又はサービスから識別する
のに適合している程度 
(ii)～(iii)（省略 ） 
(5) （省略） 

第 10 条
次に掲げる標章は、商標とし
て使用してはならない。 
（一）中華人民共和国の国
名、国旗、国章、国歌、軍旗、
軍歌、勲章等と同一又は類似
のもの、及び中央国家機関の
名称、標識、所在地の特定地
名又は標章性を有する建築
物の名称又は図形と同一の
もの。 
（二）外国の国名、国旗、国
章、軍旗等と同一又は類似の
もの。ただし、当該国政府の
承諾を得ている場合にはこ
の限りではない。 
（三）各国政府よりなる国際
組織の名称、旗、徽章等と同
一又は類似のもの。ただし、
同組織の承諾を得ているも
の、又は公衆に誤認を生じさ
せない場合にはこの限りで
はない。 
（四）～（八） （省略） 
 
第 11 条 
以下に掲げる標章は、商標と
して登録することができな
い。 
(一)その商品の単なる普通
名称、図形、型番にすぎない
もの。 
(二)商品の品質、主要原材
料、効能、用途、重量、数量
及びその他の特徴を直接表
示するにすぎないもの。 
(三)その他の識別力を欠く
もの。 
前項に掲げる標章が、使用に
より識別力を有し、かつ容易
に識別可能なものとなった
場合には、商標として登録す
ることができる。 

①次の各号のいずれかに該
当する商標を除き、商標登録
を受けることができる。 
１．その商品の普通名称を普
通に用いられる方法により
表示する標章のみからなる
商標 
２．その商品について慣用さ
れている商標 
３．その商品の産地・品質・
原材料・効能・用途・数量・
形状・価格・生産方法・加工
方法・使用方法又は時期を普
通に用いられる方法により
表示する標章のみからなる
商標 
４．顕著な地理的名称若しく
はその略語又は地図のみか
らなる商標 
５．ありふれた氏又は名称を
普通に用いられる方法によ
り表示する標章のみからな
る商標 
６．簡単でありふれた標章の
みからなる商標 
７．第 1号から第 6号までに
該当する商標のほか、需要者
が何人かの業務に関連する
商品を表示するものである
かを識別することができな
い商標 

登録拒絶の絶対的理由 
(1)次のものは登録されな
い。 
(a)第 2条(1)の商標の定義を
満たさない標章 
(b)識別性のある特徴を欠く
商標 
(c)取引において種類、品質、
数量、用途、価格、原産地、
商品の製造若しくはサービ
スの提供の時期又は商品若
しくはサービスのその他の
特徴を指定することができ
る標章又は表示で専ら構成
される商標、及び 
(d)現行の言語において又は
誠実かつ確立した取引の慣
行において慣例となった標
章又は表示で専ら構成され
る商標 
(2)登録出願日前に、なされ
た使用の結果、識別性のある
特徴を実際に取得した場合
は、商標は(1)(b)、(c)又は
(d)により登録を拒絶される
ことはない。 
(3)標章が専ら次で構成され
る場合は、商標として登録さ
れない。 
(a)商品自体の性質に起因す
る形状 
(b)技術的成果を得るために
必要な商品の形状、又は 
(c)商品に実質的な価値を与
える形状 
(4)商標が次の場合は、登録
されない。 
(a)公序良俗又は道徳に反す
る場合、又は 
(b) （省略） 

(ⅵ）次に掲げるものは、標章
としての登録を受けること
ができない。 
(I)ブラジル、外国又は国際
機関の公の盾、紋章、メダル、
旗章、記章、記念物、又はそ
れらの名称、図形若しくは模
造 
(II)単独の形での文字、数字
及び日付。ただし、十分に識
別的形状を具えているもの
を除く。 
(III)～(IV) （省略） 
(V)第三者に属する組織又は
企業の名称に係わる特徴的
又は識別的要素の複製又は
模造であって、その識別的標
識との誤認又は混同を生じ
させる虞があるもの 
(VI)識別の対象とする製品
又はサービスに関連する、一
般的な、必然的な、共通の、
通常の、若しくは単に説明的
性格の標識、又は製品若しく
はサービスについて、その性
質、原産国、重量、価格、品
質及び製品の生産若しくは
サービス提供の時期に係わ
る特徴を示すために通常使
用される標識。ただし、十分
に識別的形状を具えている
ものを除く。 
(VII) （省略） 
(VIII)色彩及びその名称。た
だし、独特でかつ識別的方法
により配置又は結合されて
いるものを除く。 
(IX)～(XXIII)（省略） 
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３． 海外質問票調査〔諸外国の制度〕 
 

（１） 海外質問票調査の目的 

 

 諸外国又は地域の商標法における「商標」の定義の変遷について調査、整理及び分析す

る。 

 

（２） 海外質問票調査の手法 

 

（ⅰ） 調査対象国・地域の設定 

 

仕様書に規定された米国、EU、英国、独国、仏国、豪州、中国、韓国の8か国・地域に、

シンガポール、ブラジルを加えた10か国・地域を海外質問票調査の対象国として選定した。 

 

（ⅱ） 海外質問票調査の実施方法 

 

・調査対象国・地域における商標実務経験の豊富な法律事務所及び弁護士を選定した。 

・質問方法は、別紙の質問票を英語に翻訳して上記の法律事務所に回答を依頼し、英語で

回答を得た。ただし、中国と韓国は日本語で質問し、日本語で回答を得た。 

 

① 海外質問票調査を実施した法律事務所 

 

下記の各現地法律事務所に対して、海外質問票調査を実施した。 

・ 米国：Baker Hostetler LLP 

・ EU：Hogan Lovells International LLP 

・ 英国：Hogan Lovells International LLP 

・ ドイツ：Hogan Lovells International LLP 

・ フランス：Hogan Lovells (Paris) LLP 

・ オーストラリア：Hogan Lovells （CORRRS CHAMBER WESTGARTH） 

・ 中国：北京林達劉知識産権代理事務所 

・ 韓国：金・張法律事務所 

・ シンガポール：Baker & MaKenZie/Wong & Leow LLC 

・ ブラジル：Trench, Rossi E Watanabe Advogados 

 

・ 調査対象国・地域及び法律事務所の選定は、商標実務経験の豊富な法律事務所及び弁

護士を選定し、証明商標の調査と共通化して調査の効率化を図った。 
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・ 質問方法は、別紙の質問票を英語に翻訳して上記の法律事務所に依頼し、英語で回答

を得た。ただし、中国と韓国は日本語で質問し、日本語で回答を得た。 

 

② 海外質問票調査の内容 

 

諸外国又は地域の商標法における「商標」の定義の変遷、識別性、「商標」の使用等 

（詳細は、資料Ⅱ-1「海外質問票調査（「商標」の定義）」を参照。） 

 

③ 海外質問票調査の実施時期 

 

平成28年8月15日～10月7日 

 

注：本ヒアリングは、各国の特許庁や裁判所の公式見解ではなく、法律事務所の商標実

務に詳しい弁護士に依頼して得られた回答であるため、誤解に基づく回答が含まれている

可能性がある。また、10か国（地域）共通の質問としたため当該国（地域）の法制度に沿

わない質問に対する回答が含まれている可能性がある。 

 

（３） 海外質問票調査の結果255 

 

（ｉ）調査項目毎の調査結果（概要：10か国・地域） 

 

海外質問票調査の主な調査項目及び回答は以下のとおりである。 

 

① 「商標」の定義の識別性の考え方 

貴国の商標に関する法律における「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。

（質問票1．（2）－1） 

 

（ａ） 自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）であること

を認識できること）を意味している。 

 

オーストラリア、韓国、シンガポール、ブラジル、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、中

国 

 

（a-1） 主に、出所表示の識別性を意味している。 

 

 米国、EU、英国、ドイツ、フランス、中国 

                         
255 海外質問票調査の詳細は、資料Ⅱ-1「海外質問票調査の国別の回答（10 か国・地域）」を参照。 
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EUでは、商標について出所表示として保証することが商標の本質的機能である。商標は、

需要者が別の出所を有する他人の商品及びサービスを識別できるようにし、良い商品・サ

ービスであった場合には、需要者が購入体験を繰り返すことができるようにし、良くない

商品・サービスであった場合には、それを避けることができるようにするものでなければ

ならない。もっとも、欧州司法裁判所は、商標が商品又はサービスの品質を保証すること

も確認している（Dior事件における欧州連合司法裁判所判決）。 

 

ドイツでは、いわゆる「Herkunftsprinzip」すなわち「出所原則」である。ドイツの識別

性の定義は、EU商標指令（2015/2436）の対応する義務的規定の第3条a）を実施するもので

ある。したがって、EU法及び他の加盟国の法律と調和したものとなっている。 

 

（a-2） 上記に加え、品質保証の識別性をも含んでいる。 

 

 米国、EU 

 

② 「識別性」について 

 「商標」の定義による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係 
貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されている場合、当該定義

による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考え方、使い分け、規定ぶりなど）を教え

てください。例えば、どのようなものが定義により拒絶されるのか、又はどのようなもの

が定義ではなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか。（質問票2．（2）） 

 

1) 米国 

「識別性」それ自体は、米国法規における「商標」の定義で具体的に取り上げられてい

ないが、商標は商品及び役務を「識別及び区別し」なければならないので、識別性という

概念は組み込まれているものだといえる。商標法第2条(e)(4)で特定されている種類の商

標は登録のための絶対的拒絶理由となるが、これは使用による識別性を獲得した場合を除

き、出所表示能力を欠くためである。 

 

2) EU 

 欧州商標実施規則（EUTMIR）の規則9に基づく方式審査において、またEUTMR第7条に基づ

く絶対的拒絶理由との関係において、商標の表示が出願日を得るために十分である（EUTMR

第36条）かの判断においては、原則として第4条の条件が少なくとも3回は審査される。一

方、絶対的拒絶理由の審査は一度のみである。さらに、第4条は、商標が付される商品又は

サービスとは関係のない、抽象的な識別性に言及している。 
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3) 英国 

 商標法第1条（1）の要件は、商標が商品又はサービスを識別することができることとし

ている。これは、商標とは何かの基本的な要件を定めているにすぎない。商標の目的は、

需要家が、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別すること

ができるようにすることにある。それは、つまり、需要家が、商品又はサービスの出所を

判断できるようにすることである。この基本的な要件を満たさない標識は、商標として登

録されることができない。判例法では、これが「その商標だけを検討することを求めてい

る」と述べている。商品又はサービスの出所を判断できるためには、標識は、まずは、そ

れが商標であることを公衆に認めさせることができなければならない。 

 商標法の第1条（1）の要件と第3条（1）(b)の要件は、「識別性を欠いている」商標につ

いて、登録を拒絶されると定めている点が重複している。しかし、第1条（1）の判断基準

（テスト）では、商標が識別性を有することは求められていないので、「識別性」は規定

されていない。この判断基準（テスト）では、「ある事業の商品又はサービスを他の事業

の商品又はサービスから区別すること」ができることという低い閾値が求められている。 

 重要な違いが一つある。それは、第3条（1）により商標は識別性を獲得することができ

るが、商品又はサービスの出所を識別できない標識は、基本となる要件をクリアすること

ができないので、商標として登録できないということである。 

 現実には、商標の審査が行われると、英国知的財産庁には、当該商標が第1条（1）に基

づく商標となり得るかが明らかになり、細部に関する判断は、第3条(1)による絶対的な要

件に基づき行われることになる。 

 

4) ドイツ 

 商標法第3条(1)によれば、標識が商標の保護を享受することができるためには、抽象的

な識別力（「abstrakte Unterscheidungskraft」）を有さなければならない。商標法第8条(2) 

1の定める絶対的拒絶理由は、具体的な識別力（「konkrete Unterscheidungskraft」」に言

及している。標識の抽象的な識別力と具体的な識別力はどちらも、職権により商標出願の

審査を行うための条件となっている。まず審査官は、抽象的な識別力を審査する。すなわ

ち、当該標識が一般に出所表示として機能できるかどうかである。次に審査官は、商標法

第8条に基づく拒絶理由の一つとして、具体的な識別力の審査を行う。すなわち、当該標識

が出願中で請求された特定の商品及びサービスに関して出所を表示するものとして機能で

きるかどうかである。したがって、標識は、商標法第3条(1)に基づくより範囲の広い基準

では抽象的に識別性を有すかもしれない一方で、商標法第8条(2)1に基づくより範囲の狭い

基準では具体的な識別力を欠くということが生じ得る。この場合には、商標法第8条(3)に

基づき、問題となっている商品／サービスについての自身の標章の評判によって、識別性

が獲得されたことを商標権者が立証できる場合を除き、当該標識は商標として登録されな
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い。したがって、既得の具体的な識別力がないことは克服できる一方で、抽象的な識別性

の欠如は、決して克服することができない。 

 

5) フランス 

 フランス商標法は、標章を構成することのできる標識に識別性があるかは、指定商品又

は役務に関して判断されると明記している。 

 実務では、大抵の場合、識別性を欠いているとの理由で拒絶される種類の商標は、性質、

品質、機能又は目的などの要素を記述する特徴を持つ文字商標で、識別性を欠いていると

の理由で、又は商品の一般的な形状を表す「トレードドレス／包装」であるとの理由で、

拒絶されるものである。 

 他の識別性ある要素（他の識別性ある文字及び／又は識別力ある図形など他の識別性あ

る特徴）に関連する記述的な文字は、全体として識別性あるものだとみなされ、商標とし

て登録可能である。 

 フランス商標登録簿に登録されている商標は、フランス裁判所における無効訴訟により、

識別性を欠いているとして事後的に無効化することが可能である。 

 

6) オーストラリア 

 商標の識別性は、「商標」の定義に基づき個別に判断されるのではなく、第41条の規定に

基づき判断される。 

 

7) 中国 

 中国の実務では、「商標」の定義（第9条）に直接に適用して、出願商標を拒絶すること

がない。商標局は、商標の「識別性」を欠如することを理由に出願商標を拒絶する際、絶

対的拒絶理由の第11条及び第30条（この法律の関係規定を満たさない）に適用して拒絶す

ること一般的である。 

 

8) 韓国 

 商標法の定義上、商標とは自己の商品256と他人の商品を「識別するために」使用するも

のであるので、「自他商品識別の主観的意思」は「商標の構成要素」に該当する。したがっ

て法文上自他商品識別の主観的意思が欠如した場合は商標とみることができないが、審査

段階で出願人が実際に自他商品を識別する意思を有しているのか、出願人の内心の意思の

有無を判断するのが事実上不可能であるという点で、これは単なる「宣言的意味」に該当

するとみるのが妥当である。使用主義ではなく登録主義と書面主義をとっている商標制度

                         
256 地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務または役務の提供に関連された物件を含む。 
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上、自他商品識別の主観的意思の有無は判断自体が不可能で、結局商標法第33条の自他商

品識別の客観的機能の有無で判断するしかない。 

 これを商標法上の「商標」の定義に関して沿革的にみれば、1949年制定法では「商標と

は、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又は販売業者が自己の商品を他業

者の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形又はその結合の特別顕著なものを

いう。」と規定することにより、商標の識別力(特別顕著性)が果して商標の構成要件である

のか、あるいは登録要件かに関する議論が起こったが、1990年改正法で「特別顕著なもの」

という要件を削除することによって立法的に特別顕著性の有無は商標の成立要件ではなく

商標法第33条による商標の登録要件であることを明確にした257。 

 商標法第54条第1号は出願商標が「商標」の定義に合致しない場合を拒絶理由と規定して

いるが、商標法の「商標」の定義で要求する識別性の欠如を理由に拒絶され争われた審決

例・判例は本調査では発見されなかった。 

 

9) シンガポール 

 シンガポール商標法に基づく商標登録の絶対的拒絶理由には、特に以下のものが含まれ

る。 

・ 登録出願の主題が、制定法上の「商標」の定義の範疇に含まれないものであること

（第7条（1）（a）） 

・ 登録出願の主題が制定法上の識別性の要件を満たさないものであること（第7条（1）

（a）から（d）及び第7条（2）） 

 

 主題が「商標」に該当しないとの拒絶理由については、「商標」の定義に関する以下の

側面について、拒絶理由が提示されることがある。 

・ 主題が「標識」であるかどうか。「標識」とは、「文字、単語、名称、署名、数字、図

形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の概観又はこれらの組合

せ」を含むと定義されている。ここに挙げられているものは、全てを網羅している

訳ではない。裁判所により、主題は標識ではないと判断された出願の一例としては、

登録出願が「掃除機の外表面の一部を構成する透明な容器又は収集室」を登録する

ためのものであった場合があるが、この際に裁判所は、この主題は「標識」ではな

く、むしろ製品そのものであると判断している。 

・ 標識を図形で表わすことが可能かどうか。この要件は、音や臭いなどの視認できな

い標識の登録では問題が生じる。シンガポールでは、視認できない標識で、登録が

認められるのは、唯一、音の標章だけである。音の標章は、登録出願においては音

                         
257 「条文別商標法解説」16 頁（韓国特許庁、2007） 



 

- 108 - 

符の記譜によって表わすことができる。 

 

 「識別性」の要件に関しては、三つの基準がある。 

・ 標識により、ある取引業者の商品又は役務を別の取引業者のそれと区別することが

できること 

・ 標識に生来的な識別性があること。第7条（1）（b）から（d）は、識別性のある特徴

を欠く商標、商品又は役務を記述する商標、又は現行の言語において若しくは誠実

かつ確立した取引の慣行において慣例となった商標の登録を禁じている。 

・ 標識が事実上、識別性を獲得したこと 

 

 「識別力」の基準を満たさない標識は、商標法における商標ではない。1つ目の基準を

満たす標識の場合、出願人が商標を使用した結果としてその標章が十分な事実上の識別

性を獲得していない限りは、生来的な識別性を欠いていれば登録されることはない。 

 生来的な識別性に関しては、登録の拒絶理由は、通常は次の点に関するものである。 

・ 当該標章が識別性のある特徴を欠いていること。例えば、あるブランドのジュエリ

ーに用いられた文字標章「LOVE」の使用は、識別性のある特徴を欠いていると判断

された。この単語が人物／物／サービスについて賛美や愛情、その他の強い前向き

な感情を表現する称賛の動詞として一般に使用されていたものであり、また証拠が

示すとおり、他の多くの宝石職人により使用されているものだからであった。その

ため、平均的な需要者がこの単語を特定の宝石職人の出所を示す記章だと認識する

ことはないとされた。 

・ 当該標章が関係する商品又は役務の一定の品質又は特徴を記述するものであるこ

と。同様に、あるジュエリーブランドと共に単語「LOVE」を使用することは、記述

的でもあると判断された。ジュエリーは、愛する者への贈り物として購入されるの

が普通であり、目に見える愛の表現であることから、この単語はジュエリーの「企

図された目的」であると示唆されたのである。 

・ 現行の言語において又は確立した取引の慣行において当該標章が慣例となったこ

と。例えば、動く階段についての文字標章「ESCALATOR」の登録出願は、「エスカレ

ーター」という単語（可動する階段を意図するものとして、ある会社が作り出した

文字標章として出発した）が長期間にわたって広く利用されてきたことを通じて識

別力を失ってしまい、製品そのものを指す固有名詞となったことから、この理由に

より拒絶されると考えられる。 

 

10） ブラジル 

 「識別性」を理由とした拒絶の申立ては、「商標」の定義に詳述されている「識別性」や
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絶対的拒絶理由として定められているものと異ならない。ブラジル特許商標庁（BPTO）は、

一般的な、必然的な、共通の、又は単に説明的性格の標識（美容品についての「ビューテ

ィー（beauty）」など）から成る標章は、商標として登録することができないとしている。

ただし、こうした表現であっても、意匠又は識別性のある標章といった識別性のある要素

と関連する場合には、登録されることがある。しかしながら、このような理由でのBPTOの

判断は、やはり余り一般的ではなく、審査官によって異なる判断が出される可能性がある

ことを指摘しておく。 

 

（2） 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害訴訟にお

ける商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無が争点となることはよ

くあることでしょうか。すなわち、識別性がないから商標に該当しないと、被告側（被

疑侵害者側）は一般的に主張するのでしょうか。（質問票2．（5）） 

 

(a) はい 

 

 EU、英国、ドイツ、フランス、中国、シンガポール、ブラジル 

 

 EUでは、当事者間で商標の「識別性」の有無が争点となることはよくある。 

 

 英国でもEUでも、識別性の要件に関する判例は豊富にある。識別性が争点となる商標の

問題の例としては、識別性を有さないマーク、姓、著名な名前、スローガン、宣伝・称賛

の表現、包装の形状、商品の形状、色彩、地名及びドメイン名が挙げられる。 

 

ドイツでは、そのような主張はよく行われる。特に文字標章が潜在的に記述的な意味を

有する場合や立体標章が商品又はその包装の形状から構成される場合によく主張される。 

 

シンガポールでは、侵害訴訟の被告の中には、登録商標の有効性に異議を申立てようと

試みる者がいるかもしれない。しかしながら、登録商標が、識別性を欠いているとの理由

から無効化されたとしても、シンガポール国内で原告の標章が周知商標として知られてい

るという状態に依拠したり、詐称通用という不法行為であることを根拠としたりするなど、

原告が被告による侵害標章の使用を阻止させることのできる理由は他にも存在するかもし

れない。 

 

ブラジルでは、個別の事案によって異なってくるが、一定の場合に、識別性がないとの

主張が、侵害の訴えに対する抗弁として用いられるのは間違いない。 
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(b) いいえ 

 

 米国、オーストラリア、韓国 

 

米国では、被告側は「一般的に」そのような主張をしない。被告は、連邦民事訴訟規則

の第11規則に基づく制裁を賦課される可能性があることを理由として、ある標章に識別性

がないと根拠なく主張してはならないのである。 

 

オーストラリアでは、登録商標が登録すべきでないものである場合には、裁判所は取り

消すことができる（第88条）。したがって、場合によっては、商標の識別性について、侵害

者から侵害訴訟の抗弁の形式の一つとして異議が申立てられることがある。上記の

Cantarella Bros判決はそのような事案の一例であり、被疑侵害者は、第41条の要件を満た

していないことを根拠として、登録商標の「ORO」（イタリア語の語ORO（英語の「gold（金）」

を意味する））は取り消すべきであると主張している。 

 

韓国では、商標法の「商標」の定義上の識別力欠如に対して抗弁したものは確認されな

い。しかし、絶対的拒絶理由に該当する商標法第33条による識別力が欠如した商標という

点で権利濫用の抗弁は大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決によって

認定された。 

 

（3） 侵害訴訟における主張・立証の責任について 

貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴訟における主張・

立証の責任に関連していますか。（質問票2．（6）） 

 

(a)識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）にある。 

 

 オーストラリア、ブラジル、中国、米国、EU、英国、フランス、韓国、シンガポール 

 

(a-1) 定義に「識別性」があるので、その登録商標に識別性を有しないことは被告側（被

疑侵害者側）が主張・立証する必要がある。 

 

 中国 

 

（a-2） 定義規定の「識別性」とは無関係に、その登録商標に識別性を有しないことは被 

告側（被疑侵害者側）が主張・立証する必要がある。 
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 該当国なし 

 

(a-3) その他 

 

 米国、EU、英国、フランス、韓国、シンガポール（例外） 

 

米国では、主張された標章が、主登録簿の連邦登録の対象であるか否かによって異なっ

てくる。当該標章が主登録簿に連邦登録されているのであれば、当該標章が有効であると

の推定が成立する（つまり、識別性がある）。この推定は被告による反証が可能なものであ

る。反証がされた場合には、立証責任は原告が負うことになる。第33条（a）（15 U.S.C 1115 

(a)）を参照。当該標章がコモンロー標章である場合、その標章が識別性を有するものであ

ることについての立証責任は、原告が負うことになる。 

 

EUでは、EUTMR第99条（1）に従って、登録されたEU商標は有効であるものと判断される

ので、識別性を有するものと考える必要がある。ただし、侵害訴訟においてその識別力が

低いことを証明することはできる。その場合には、侵害者が識別性の低さ又は欠如を立証

する必要がある。それでも、裁判所は、識別性をゼロにまで減じることはできない（F1事

件における欧州連合司法裁判所判決）。 

 

英国では、識別性の要件は、関連する1994年商標法第3条（1）(b)に由来するものであり、

同条項は「識別性を欠いている」商標の登録を禁止している。訴訟との関連で、出願に関

連する分かりやすい一例は、British Sugar v James Robertson [1996] RPC 28に見られ

る。この事件では、British Sugarは、「Robertson’s Toffee Treat」が「Treat」の名称

で同社がほぼ10年にわたって販売してきたアイスクリームのトッピングを侵害していると

訴えた。British Sugarは、（侵害の趣旨で）類似商品であることを裁判所に確信させるに

は至らなかった。さらに、James Robertsonは反訴して、裁判所にBritish Sugarの商標無

効を確信させるに至り、同裁判所による「Traeat」は識別性を有さないとする判決を引き

出した。 

 

フランスでは、登録商標については、フランス商標登録官による絶対的拒絶理由の審査

に従って、識別性の推定が行われる。この推定は、自己の登録商標が識別性を有すること

を証明する必要がないので、商標権者にとって有利なものである。この理由から、被告側

は商標が識別性を有しないことを主張・立証する必要がある。 

 

韓国では、大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決は商標権侵害訴訟
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を担当する法院としても商標権者の請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、そ

の当否を詳察するための前提として商標登録が無効か否かに対して審理・判断できると判

示しているところ、被告側が(商標法の定義上の「識別性」ではなく絶対的拒絶理由として

の)識別力欠如を抗弁事由として主張する必要があり、このような場合に法院が判断できる

と解釈するのが妥当である。 

 

(b) 識別性を有することの主張・立証責任は、原告側（権利者側）にある。 

 

 中国、米国(コモンロー商標の場合など)、ドイツ、シンガポール（原則） 

 

(b-1) 定義に「識別性」があるが、その登録商標に「識別性」を有していることは原告側

（権利者側）が主張・立証する必要がある。 

 

 中国 

 

(b-2) 定義の「識別性」とは無関係に、その登録商標に「識別性」を有していることは原

告側（権利者側）が主張・立証する必要がある。 

 

 米国(コモンロー商標の場合など)、ドイツ、シンガポール（原則） 

 

ドイツでは、商標が登録されており、特許商標庁の登録査定が拘束力を有するものであ

ることを考慮すると、侵害訴訟において裁判所は商標が有効かつ識別性あるものだと推定

しなければならない。もっとも、侵害訴訟にあっては、識別性の程度は、侵害とならない

ために被疑侵害標章が登録商標と異なっていなければならない程度を決めるものとなるの

で、重要な役割を担っている。したがって、侵害要件が満たされていることの立証責任は

原告側が負うので、原告側に自身の登録商標の識別性の程度を証明する必要があり、不明

確なことがあれば、それは原告側に不利に働くことになる。 

被告側は識別性の程度が低いと主張するか、又は全く識別性を欠いていると主張してそ

れを認められたい場合には、並行して取消訴訟を提起し、取消訴訟で 終判決が出される

までは侵害訴訟の停止を求める必要があるい。 

当該商標権の侵害については、一般に原告側が主張・立証する必要がある。これには、

商標権の帰属（登録商標であるか、使用により獲得された商標であるかを問わない）及び

被告側が同一の標識を使用していることについて、立証することを含む。 

 

シンガポールでは、原告による登録商標の侵害の申立てに反証する手段として、被告が
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当該商標の識別性に異議を申し立てる場合、被告は登録商標が識別性を欠いており、無効

とされなければならないことを立証しなければならない。それ以外の場合には、原告の登

録商標を被告が侵害した方法について、原告側が立証責任を負う。被告が識別性の欠如を

根拠として原告の登録商標の無効化に成功したとしても、原告は、周知商標の保護や詐称

通用など別の理由により、被告による侵害使用を阻止することができる。 

 

3． 使用（「商標的使用」）について 

（１） 定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。（質問票3．（3）） 

 

(a) 定義の識別性の規定では不十分なので補完あるいは限定している。 

 

 オーストラリア、中国 

 

(b) 単なる確認規定 

 

 米国、ドイツ、フランス 

 

(c) そのほか 

 

 EU、英国、ドイツ、韓国、シンガポール、ブラジル 

 

EUでは、パリ条約第5条は、商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加え

た形態で登録商標を使用する場合には、登録が無効となることはなく、当該商標に対して

与えられる保護は縮減されないと定めている。これがEUTMR第15条の意味である。 

登録から5年以内に、所有者が欧州連合域内において登録に関わる商品又はサービスに関

してEU商標を真正に使用しない場合、又はその使用が5年間継続して中止されている場合に

は、不使用についての正当な理由がない限りは、当該商標は本規則に定める制裁の対象と

なる。 

 

以下に掲げるものもまた、前述のEU TMR第15条でいうところの使用を構成する。 

(a)使用された形態による商標も所有者名義で登録されているか否かにかかわらず、商標

が、登録された際の形態における標章の識別性に影響を与えることのない構成部分を変更

した形でEU商標を使用すること 

 

英国では、商標の取消しに至る可能性のある四つの事象のうちの一つが「取消し
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（revocation）」である。商標的使用の要件は、潜在的な取消し（revocation）事由に該

当する。特に、商標権者の無作為によるかどうかにかかわらず、当該商標が、その登録に

係る商品又はサービスの取引において、普通名称となっていること（商標法第46条(1)(c)）

に該当する。 

 欧州連合知的財産庁（EUIPO）の2014年ガイドラインには、色彩商標のモノクロバージョ

ン（及びモノクロ商標の色彩バージョン）の使用に関して特定の識別性要件が存在する。

この要件が満たされている場合には、商標のそのような使用は、使用要件を満たすことに

なる。 

 

ドイツでは、欧州商標指令は、所有権者が商標権侵害に対して行動できるためには、商

標が継続的に使用されることが必要だと定めている。 

 

韓国では、商標法第2条第1項第1号の「商標」の定義上の識別性と、判例で言及されてい

る商標的使用論に対して、両者の関係を明確に言及している判例は確認されないが、判例

は商標的使用か否かが問題になったケースで商標の本質的な機能としての出所表示機能を

発揮しているかどうかを確認する事例が多数存在する。 

 

シンガポールでは、標章が「使用」によって事実上、識別性を獲得した可能性がある場

合を除き、「使用」の定義は、商標の識別性の分析に影響を及ぼさない。 

 

ブラジルでは、商標的使用論の考え方がない。 

 

（2） 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標的使用論

（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用取消事件でも適用され

るのでしょうか。適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴

訟での適用基準（判断基準）は同じでしょうか。（質問票3．（4）） 

 

(a) 商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも適用される。 

 

 米国、EU、ドイツ、フランス、オーストラリア、シンガポール、英国、中国 

 

(a-1) 侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

 

 米国、EU、ドイツ、フランス、オーストラリア、シンガポール 

 

EUでは、不使用取消事件における使用の考え方と、異議申立事件における使用の考え方
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とでは、状況はほぼ同じである。EPO審査基準の第D部、取消しによれば、「異議申立手続き

において先行する権利の行使の証拠を実質的に判断するために適用される運用規則は、不

使用取消請求の判断基準にも適用することができる（審査基準第C部、異議申立て、第6条、

使用の証明、第2項を参照）。ただし、各国の侵害訴訟を扱う裁判所は、真正な使用の問題

について、EUIPOとは異なる基準を適用することができる。もっとも、判例法の多くは、新

欧州商標指令や欧州連合司法裁判所の判例法との調和が図られている。 

 しかしながら、小さいながらも相違はある。例えば、取消しの場合の基準日というのは、

取消申請が提出された日である。異議申立手続では、2016年3月23日以降に異議が申立てら

れたか場合には、状況は出願の提出日（又は国際登録に関してEUが指定された日）の影響

を受けることになる。2016年3月23日より前に異議が申立てられた場合には、5年の期間は、

不服申立の対象となったEU商標出願の公開日から開始する。侵害訴訟では、基準日は、請

求によって決まる。EUTMR第99条（3）に基づく使用の証明の請求があった場合には、基準

日は、侵害訴訟が提起された日となる。取消しについて反訴が出された場合には、反訴の

提出日が基準となる（EUTMR第100条）。 

 

フランスでは、厳密に言うと、不使用に関する第L714-5条は、「真正な使用」に言及して

いるものである。しかしながら、実務では、商標がEUの判例法に定義されている商標とし

て使用されない場合には、事実上、「真正な使用」がないことになる。 

 

オーストラリアでは、第92条は、登録商標の権利者が3年間、登録商標を誠実に使用しな

かった場合には、取り消されることがあると定めている。第120条とは異なり、第92条は「商

標的使用」論に具体的には言及していないが、商標局はこの考え方を適用している。例え

ば、Deckers Outdoor Corporation v B&B McDougal [2006] ATMO 5（2006年1月16日）事件

では、登録商標の権利者は一般的な用語であるUGG及びUGHを使用したことを援用しようと

したが、商標局は、不使用を理由としてUGH-BOOTSの登録を取り消した。 

 

(a-2) 侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は相違する。 

 

 英国、中国 

 

(3) 侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は相違する場合、どのように相違

するのでしょうか。（質問票3．（4）） 

 

英国では、商標の取消しにつながる可能性のある場合の一つが、取消し（revocation）
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の場合であり、この場合に、関連する可能性のある理由は使用要件である。 

これとは別に商標の取消しにつながる可能性がある場合は、無効の場合であり、その場

合に考えられる絶対的理由は、識別性を欠いていることである。 

 取消しと無効については、要件やそれがもたらす帰結が異なっている。例えば、取消事

由には、そもそも商標が登録されなければ該当しない。一方、無効事由は、出願日から存

在するものでなければならない。 

 商標の取消しは一般に、取消しの申立てのあった日から効力を発するが、商標が無効と

判断された場合には、登録は削除され、当該商標が存在しなかったかのような状況になる。 

したがって、申立てを行おうとする者は、両方の種類の申立てを行うようにするのが賢

明だと考えられる。これは両方の申立てが認められたとしても、その帰結は異なるからで

ある。 

 また欧州商標指令では、所有者が商標権侵害に対抗できるようにするためには、商標を

連続的に使用する必要があると義務付けている。 

 

中国では、結論として、侵害事件と不使用取消事件の判断基準が異なる。 

不使用取消事件について、その立法主旨が商標の使用を促すことである。取消手続があく

までも立法主旨を実現する手段であり、決して 終な目的ではないと考えられる。よって、

使用者より不使用抗弁の使用証拠に対して、行政機関及び司法機関はいずれも、商標権利

を維持する傾向があるため、その使用証拠の基準も商標権侵害より厳しくないと考えられ

る。 

一方、商標権侵害事件の立法主旨について、主に商標の機能（自他商品役務識別機能や

出所表示機能を発揮する）の発揮を保護することである。つまり、侵害商標の使用によっ

て、知名度が高ければ高いほど、商標権の保護を強化すべきである。よって、使用証拠が

商標権利の損害有無及び損害額の決め手となる。商標権利者の権利濫用を回避するため、

侵害事件において、使用証拠の審査は不使用取消よりも、高い規準がある。 

 

(b) 商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判には適用されない 

 

 韓国 

 

韓国では、侵害訴訟における商標的使用か否かと、不使用取消事件における認識に対して

は異なって適用されなければならないと明示した大法院判例と、不使用取消事件では識別

力有無が登録商標の使用か否かに対する判断を左右する事由になり得ないという大法院

判例に照らしてみると、商標的使用論の思考が不使用取消審判にはそのまま適用されない

と判断される。 
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(4) 商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用取

消事件でも適用される場合、不使用取消事件における商標の「使用」は、自他商品役務

識別機能や出所表示機能を発揮する態様での使用に限定されるか。（質問票3．（4）後半

部） 

 

英国では、そのような態様での使用に限定されない。 

（使用／識別性に関して）潜在的な取消事由は４つあり、それらは以下のようにまとめる

ことができる。 

・ 当該商標が登録完了後5年以内に、英国内で真正に使用されていないこと 

・ 使用が継続して5年間中断されており、かつ、その不使用について正当な理由がない

こと 

・ 当該商標が、その登録に係る商品／サービスの取引において、普通名称となってい

ること 

・ 当該商標が、所有者により（又はその同意により）使用された結果、特に商品／サ

ービスの性質、品質又は原産地に関して公衆を誤認させる虞があること 

 

③ 小括 

上記のとおり、多くの諸外国においては、｢商標」の定義として、本質的機能である自他

商品等識別可能性を商標の構成要素として規定している。  
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４． 関係団体ヒアリング調査〔「商標」の定義に識別性を追加する必要性に

ついて〕 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要性について、関係団体へのヒアリング調査を以下

のとおり実施した。 

 

（１） 関係団体ヒアリング調査の目的 

 

 我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する必要性等について、関係団

体の見解を把握することを目的とする。 

 

（２） 関係団体ヒアリング調査の手法 

 

（ⅰ） ヒアリング調査対象者 

 

 以下の団体にヒアリングを実施した。（6者） 

 

日本弁護士連合会（日弁連）、日本弁理士会(弁理士会)、（一社）日本知的財産協会

（JIPA）、日本化粧品工業連合会（粧工連）、（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）、

（一社）日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC） 

 

（ⅱ） ヒアリング調査実施方法 

 

①各団体からの推薦者（以下、「代表者」という）に本調査研究の概要、ヒアリングの

趣旨及びヒアリング内容を説明した。なお、日本弁護士連合会、日本弁理士会及び

（一社）日本知的財産協会については、本調査研究の委員会の委員が代表者を兼務

した。 

 

②各団体の代表者がその団体の会員に対してヒアリング内容を伝え、各会員の意見を

収集したものを提出する形でよいとした。各団体の代表者から提出された意見のう

ち、不明な点等に関しては、代表者を通じて内容を確認した。 

 

③ヒアリング調査実施時期 

平成 28 年 7 月 6 日～9月 16 日 
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注：本ヒアリングは、各団体の会員の御意見を幅広く収集したが、各団体の会員の全ての

御意見を反映したものではなく、また、各団体の総意を表すものではない。そのため、

結果の数字についても、団体の会員の総意の比率を表すものではない。 

 

（ⅲ） ヒアリング調査項目 

 

我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する必要性等 

（詳細は、資料Ⅱ-2「関係団体調査結果（6者）」を参照。） 
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（３） 関係団体ヒアリング調査の結果 

 

（ⅰ） 関係団体ヒアリング調査の結果（集計表） 

 

問 1.への回答を団体別に集計した結果は以下のとおりである。 

 

【図表Ⅲ-4】 各団体別集計結果（人数）               （単位：人） 

 

 

注：本ヒアリングは、各団体の会員の御意見を幅広く収集したが、各団体の会員の全て

の御意見を反映したものではなく、また、各団体の総意を表すものではない。そのた

め、結果の数字についても、団体の会員の総意の比率を表すものではない。 

 

  

日弁連 弁理士会 JIPA 粧工連 JEITA JAFBIC

20 1 7 2 1 3

0 4 17 5 7 12

1 3 17 6 4 1

1 5 3 1 0 1

22 13 44 14 12 17合計

１：商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務と
の関連において、定義に識別性に関する記載が
ないことによる問題を感じたことがあり、必要
と考える。

２：商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務と
の関連において、定義に識別性に関する記載が
ないことによる問題を感じたことがなく、必要
と考えない。

３：どちらともいえない（分からない等）

４：その他
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（ⅱ） 関係団体ヒアリング調査の結果（グラフ） 

 

問 1.への回答を団体別に集計した結果をグラフ化したものは以下のとおりである。 

 

【図表Ⅲ-5】 関係団体ヒアリング調査の結果（グラフ）        （単位：%） 

１：定義に識別性がないこ

とに問題を感じたことがあ

り、識別性を必要と考える
8%

２：定義に識別性がな

いことに問題を感じた

ことがなく、識別性を必

要と考えない
31%

３：どちらともいえない

（分からない等）

23%

４：その他
38%

日本弁理士会

１：定義に識別性

がないことに問

題を感じたことが

あり、識別性を必

要と考える

16%

２：定義に識別性が

ないことに問題を感

じたことがなく、識別

性を必要と考えない
39%

３：どちらともいえない

（分からない等）

38%

４：その他
7%

（一社）日本知的財産協会（JIPA）

１：定義に識別性がな

いことに問題を感じたこ

とがあり、識別性を必

要と考える

14%

２：定義に識別性がな

いことに問題を感じた

ことがなく、識別性を必

要と考えない

36%

３：どちらともいえない

（分からない等）

43%

４：その他
7%

日本化粧品工業連合会（粧工連）

１：定義に識別性がないこ

とに問題を感じたことがあ

り、識別性を必要と考える

8%

２：定義に識別性がないこと

に問題を感じたことがなく、

識別性を必要と考えない
58%

３：どちらともいえない

（分からない等）

34%

４：その他
0%

（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）

１：定義に識別性がな

いことに問題を感じた

ことがあり、識別性を

必要と考える
18%

２：定義に識別性がないこと

に問題を感じたことがなく、

識別性を必要と考えない
70%

３：どちらともいえない

（分からない等）

6%

４：その他
6%

（一社）日本食品・バイオ知的財産センター（JAFBIC）

１：定義に識別性がない

ことに問題を感じたこと

があり、識別性を必要と

考える
90%

２：定義に識別性がな

いことに問題を感じた

ことがなく、識別性を

必要と考えない

0%

３：どちらともいえない

（分からない等）

5%

４：その他
5%

日本弁護士連合会
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（ⅲ） 関係団体ヒアリング調査の結果（各団体の主な意見）258 

 

関係団体ヒアリングで出た各団体の主な意見は以下のとおりである。 

 

（ａ） 日本弁護士連合会（日弁連） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（22人、90％） 

 

・ 商標を使いやすくするためには、商標にとって識別性が本質的なものであることを定

義した方が良い。本来、条文上整理されているほうが望ましく、法律上の必要性はあ

る。また、他の知財３法の発明等の定義と異なり、「商標」の定義は本質的規定にな

っておらず、横並び規定を設けることが立法政策として整合性がとれる。（複数） 

・ 本質的要素にもかかわらず識別性が規定されていないことが問題。定義に追加するこ

とは、現状の認識を明文化することであり、判例が解釈上補ってきた識別性を、端的

に定義条項に規定することである。 

・ 確立された解釈を定義規定に盛り込むことを躊躇する理由はない。商標の本質的要素

が自他商品役務の識別性であると主張し、それを否定等されたことがないため問題に

なったことはないが、根拠規定なく主張しているという危うさがある。実務が運用で

きているから定義を補う必要がないというのは理由にならない。 

・ 「商標」の定義に識別性を追加したとしても現行法に大きな変更は必要ないと思われ

るが、具体的にどのような問題があり、どのようにすれば対処できるのかを検討頂き

たい。社会的・経済的概念としての商標に識別性が必要であるということを否定する

見解はほとんどないはずであり、識別性を追加するという方向性自体には異論は少な

いのではないか。 

・ 国際ハーモナイゼーションの観点や、理論的に正しくなり、素人にも理解しやすくな

る。（複数） 

・ 2013年1月16日付で日本弁護士連合会が提出した意見書に記載された内容が、現在で

もそのまま当てはまる。（複数） 

・ 自他商品識別機能がない使用方法にもかかわらず権利侵害の警告や請求がある。（複

数） 

 

 

                         
258 関係団体ヒアリングの詳細は、資料Ⅱ-2「関係団体ヒアリング調査結果（6者）」を参照。 
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（ｂ） 日本弁理士会（弁理士会） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（1人、8％） 

 

・ 侵害の場面で、「商標的使用」であるか否かが問題となり、「商標的使用」とは「識別

力を発揮する形での使用である」としていることとの整合性をとるべき。 

 

② 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない（4人、31％） 

 

・ 実務上、大きな問題が生じた経験はない（複数）。商標権侵害の場面においてもいわ

ゆる「商標的な使用」に関する解釈が確立している。 

・ 現行の法律構造に大きな影響を与えることになり、実務において（予想しえない）混

乱が生じる恐れがある。現行法の下で積み重ねた「商標としての使用」に関する裁判

例との整合性は保てるのか。 

・ 商標それ自体は、単に選択物であり、発明や意匠などそれ自体に価値のあるものとは

違うので、特許法・実用新案法・意匠法と異なった法体系を採ることはおかしくない。 

 

（ｃ） 一般社団法人 日本知的財産協会（JIPA） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（7人、16％） 

 

・ 事業部や経営層への説明がしやすくなる。 

・ 権利行使の場面で条文にない「商標的使用」という難解なものを挙げざるを得ないと

ころが問題と考える。 

・ 不要な争いの発生を減らし、不要な争いに巻き込まれる被告側の負荷軽減になる。 

 

② 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない（17人、39％） 

 

・ 実務上、問題となった具体事例はないため追加する必要性を感じない、また、これま

での裁判例との整合性を懸念する（複数） 

・ 第3条や第26条の規定により、識別性が商標登録や権利行使の要件である点は示され
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ていて、実務者間ではその解釈は広くかつ十分定着しており、実務上も、その前提で

運用されており、判断も積みあがっている。商標法第26条1項6号で抗弁事由として明

文化されたことで十分対応できる。 

・ 「商標」の定義に識別性を置き、識別力が明らかに発揮されている態様でないと「登

録商標の使用」として認められないとなると、商標権者の挙証責任がさらに重くなり、

不使用取消請求が増加して商標権者の権利は必要以上に不安定になる。 

 

（ｄ） 日本化粧品工業連合会（粧工連） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（2人、14％） 

 

・ 諸外国からの日本の商標制度のスムーズな理解と、それに伴う積極的な経済活動を促

すことが国益と国際協調に繋がる。 

・ 諸外国の出願や権利者との無用な争いが減少する。 

 

② 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない（5人、36％） 

 

・ 特段問題となったことがない（複数）。 

・ 識別性の有無の判断は難しく、異議申立や訴訟において覆ることもままある。そのよ

うな不安定な要素を「商標」の定義に加えることは、不測の混乱を招きかねない。 

・ 侵害訴訟等において「商標」であるかどうかから議論せねばならず、当事者の負担が

大きい。 

・ 不使用取消審判においては、自他識別機能を果たす態様での使用に限定されないとの

裁判例があり、「商標」の定義に識別性を追加した場合、齟齬が生じる。 

 

（ｅ） 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（1人、8％） 

 

・ 商標権侵害訴訟で、識別性が「商標」の定義に含まれていれば、その立証責任は原告

にあると思われ、「商標」の定義に識別性が含まれていれば、被告側の負担は軽減さ

れる。 
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・ 不使用取消審判においても、被請求人の使用態様についてより適正に考慮されたうえ

で審決に至ることが期待できる。 

・ 国内外の様々な利用者、学習者にとって、商標法のよりよい理解につながる。 

 

② 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない（7人、58％） 

 

・ 特段問題となったことがない（複数）。 

・ これまで判断されてきた商取引の現場や商標権侵害訴訟、不使用取消審判等における

先例や裁判例と齟齬する恐れがあり、実務に少なからず混乱が生じる。過去の先例・

裁判例等における理論構成が適用できないなどの実務上の悪影響が生じる可能性が

ある。 

 

（ｆ） 一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC） 

 

① 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える（3人、18％） 

 

・ 商標権侵害場面で、後発的に識別性のなくなった商標について、商標的使用論を持ち

出すことなく矛盾なく説明できる。 

・ 明らかに識別性のないマークの権利行使が減少すると想定され、警告書・訴訟対応費

用が節約される。 

・ 社会通念上と法律の定義の商標の距離が縮まり、社員教育や企業内での説明がし易く

なる。 

 

② 商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない（12人、70％） 

 

・ 実務上特に問題になったことはない（複数）。 

・ 日本と諸外国での判断に差がでているといった認識はない。 

・ これまで積み重ねてきた考え方を無理に整理しなおして混乱を生じる危険を踏むよ

りも、従来とおりの運用を続けた方が良い。これまでの理屈で考えられなくなり、法

改正への対応業務が増える。 

・ 識別力が乏しいものにTMマークを付す場合、虚偽表示にならないかを懸念する。 
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注：本ヒアリングは、各団体の会員の意見を幅広く収集したが、各団体の会員の全ての御意見を反映

したものではなく、また、各団体の総意を表すものではない。そのため、意見に係る数字につい

ても、団体の会員の総意の比率を表すものではない。 

 

(ｇ) 小括 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要性については、産業界を中心に、必要と感じら

れないとの意見が多数を占めた。必要と感じられない主な理由として、商取引の現場や商

標権侵害訴訟等の実務との関連において、問題となった具体事例はないとの点が挙げられ

た。また、定義に識別性を追加した場合、これまで判断されてきた商取引の現場や商標権

侵害訴訟、不使用取消審判等における先例や裁判例と齟齬するおそれがあり、実務に少な

からず混乱が生じる可能性がある点が指摘された。また、これまで積み重ねてきた考え方

を無理に整理して混乱を生じるよりも従来の運用を続けた方が良いとの意見があった。 

一方、法曹界を中心に、「商標」の定義に識別性を追加することが必要と考える意見が

多数あった。追加することが必要とする主な意見として、国際ハーモナイゼーションの観

点や他の知財３法の定義規定との整合性が挙げられた。また、本質的要素にもかかわらず

識別性が規定されていないことが問題であるとの点、判例が解釈上補ってきた識別性を、

端的に定義条項に規定することが必要との点が挙げられた。さらに、「商標」の定義に識

別性を追加した場合、具体的にどのような問題があり、どのようにすれば対処できるのか

を検討することが望まれるとの意見があった。 

また、実務面でのメリットとして、国内外の様々な利用者や学習者にとって、商標法の

よりよい理解につながるという点や事業部や経営層への説明がしやすくなるという点が

挙げられた。 
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５． 学識経験者ヒアリング調査〔「商標」の定義に「識別性」を追加する際

の課題の整理〕 

 

（１） 学識経験者ヒアリング調査の目的 

 

 「商標」の定義に「識別性」を追加する際の課題の整理を行うことを目的とする。 

 

（２） 学識経験者ヒアリング調査の手法 

 

ヒアリング先として、下記6者の知的財産法を専門とする学識経験者を選定した。 

 

（ⅰ） ヒアリング調査対象者 

 

以下の学識経験者にヒアリングを実施した（6者、ヒアリング調査実施順、敬称略） 

 

小川 宗一  日本大学大学院知的財産研究科/法学研究科 教授 

小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授 

茶園 成樹  大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

田村 善之  北海道大学大学院法学研究科 教授 

宮脇 正晴  立命館大学法学部法学研究科長 教授 

鈴木 將文  名古屋大学大学院法学研究科 教授 

 

（ⅱ） ヒアリング調査実施方法 

 

・ ヒアリング調査項目を事前に送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの

趣旨を説明の上、ヒアリングを実施した。 

・ ヒアリング時間は、「商標」の定義と証明商標に関するヒアリングを合わせて、60 分

～90 分程度（その内、「商標」の定義に関するヒアリング時間はおよそ 30 分～1時間

程度）。 

・ ヒアリング調査実施時期：平成 28 年 10 月 11 日～11 月 7 日 

 

 

（ⅲ） ヒアリング調査項目 

 

Ａ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についての考え 
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Ｂ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に条文に与える影響についての課

題や論点 

（詳細は、資料Ⅱ-3「学識経験者ヒアリング議事要旨（6者）」を参照。） 

 

 

（３） 学識経験者ヒアリング調査結果の概要 

 

（ⅰ）学識経験者ヒアリング調査結果（一覧表） 

 

 学識経験者ヒアリング調査の主な回答を以下のとおり取り纏めた。 

 



 

 

-
 1
29
 - 

 

回答者 A　 B C D E F

「商標」定義に識別

性を追加する必要

性について

現状に変更を加えることが目的で

はないのであれば、「商標の」定

義に識別性を加える必要はない。

「商標」の定義に識別性を追加す

る必要はない。

「商標」の定義に識別性を追加す

る必要はない。

「商標」の定義に抽象的な識別性

を追加した方が良い

現在の解釈適用を変えないという

条件付きで、「商標」の定義に識

別性を追加した方が良い。

「商標」の定義に識別性を入れら

れるなら入れた方が良い。しかし

定義に識別性を入れるのは、これ

までの議論の経緯を踏まえると難

しいものがあると認識している。

その理由

・ 定義に識別性を追加するとい

うことは根本的に手を入れること

になるので、現状を変更しないよ

うに追加するには煩雑な作業を要

し、漏れが生じる可能性もある。

現状のあるがままにしようとする

ほど複雑になり、分かりやすさは

失われる。

・ 特許法第29条（新規性・進歩

性）では発明の定義に入っていな

い。も「商標」の[定義に識別性

を追加すれば、四法横並びになる

のではなく、むしろ商標法が突出

することとなる。

・ 定義に識別性がないことによ

る不都合は現に生じていない。

・国際ハーモナイゼーションは理

由にはならない。

・ 識別性を追加するかどうか

は、決めてしまえばどちらでも良

いが、追加する必要はないと考え

る。

・ 本来議論すべきことは、識別

性を追加するか否かより、どうい

う識別性が必要かという点であ

る。出所との関係での識別性なの

か、それ以外の他の商標と相違す

るという広い意味での識別性なの

かを議論する必要がある。

・ 定義に識別性がないことに

よって困っている点はない。

・ 定義に識別性を入れると、相

当数の条文を改正する必要が生じ

るが、そこまでして定義に識別性

を入れる必要性はない。

・ 定義に識別性を入れると、

様々な問題が生じ、従来の実務や

学説が通用しなくなるおそれがあ

る。現状の実務や学説を維持した

いなら、定義に識別性を入れるべ

きではない。

・ 第1条（目的）だけに、「商標

の識別性を保護することにより」

というように識別性の文言を入れ

ると、定義に識別性を入れるより

影響が少ない。

・ 実定法上の定義として「商標

とは何か」について定義に識別性

が入っていないのはおかしい。

・ 国際ハーモナイゼーションの

観点からも問題であり、現状の定

義では、日本の「商標」が正しく

理解されず誤解を与える可能性が

ある。

・ 第1条の「商標」の概念は識別

性を含んだ「商標」と解される

が、定義に識別性がないと商標法

が破たんしていると考えることも

でき、一貫性の観点からも問題で

ある。

・ 商標とは何かを理解するのに

役立つため、定義に識別性を入れ

た方が良い。

・ 商標が保護に値するのは識別

性があるからであり、定義にその

識別性がないのは適当ではないと

思われる。

・ 定義に識別性を入れることに

は、社会通念上の概念と一致する

ことや、他法と同様に保護客体の

本質を規定できるなどのメリット

がある。

・ 現行法は、同一・類似という

概念を導入して整理している。現

在の定義のように構成要素だけで

規定すれば「同一」は分かりやす

いが、定義に識別性を入れたら、

商標の「同一・類似」の説明、特

に、「同一」の説明がつかなくな

る。識別性が共通なら商標は「同

一」になるのか。商標の同一や類

似を使用した商標法25条や51条な

どの条文に大きな影響を与えるこ

ととなる。

追加すべき識別性

の具体的内容につ

いて

・ 改正による悪影響を 小限に

抑えるには、商標法の全てに影響

を与えるような下記の３つ全ての

「識別性」を定義に追加するので

はなく、下記①のに限定して検討

し、②③の意味の「識別性」に影

響を与えない形が良い。

① 商標の構成自体の識別性（第3

条で規定しているもの）

　・一般的にこれが念頭に置かれ

る場合が多い。

② 商標的使用による識別性

　・使用者の使用態様により出所

識別が行われているか否か。

③ 誰を識別しているのか

　・地域団体商標や証明商標の例

である。

・ 追加すべき識別性の具体的内

容をいかに考えるか も重要な点

であり、識別性の具体的内容を

しっかり議論すべきである。

・ 識別性は、伝統的な出所表示

だけでなく、需要者とのブラン

ド・イメージの情報交換を担うコ

ミュニケーション機能を含むもの

に広がってきている。。

・ 抽象的識別性や具体的識別性

等の意味が分かりづらい。

・ 識別性を定義することは難し

く、現状のように第3条1項各号で

識別性がないものを列挙し、識別

性とは、第3条1項各号に該当しな

いものと規定するしかない。

・ 定義に入れる識別性は、EUの

「識別しうる（capable of

distinguishing the goods or

services）」というような「抽象

的な識別性（abstract

distinctiveness）」で良い。

・定義に入れる識別性は、発明の

定義の「高度性」のようなもので

あり、スローガン的で良い。

・ 現実に使用されていないもの

を「商標」であるか否かを判断す

るので、抽象的で漠然とした識別

性で足りる。

・ 定義に入れる識別性は、商標

となりうるものという意味であ

り、およそ識別力がないものを商

標ではないとして外せば良いとい

うくらいの（軽い）意味である。

およそ識別性がないものというの

は、実際にはほとんどないと考え

られるため、現実にはほとんど機

能しない。

・ 定義に追加すべき識別性の機

能は、出所表示というよりも出所

を表示する能力があるものという

レベルのもの。

【図表Ⅲ-6】学識経験者ヒアリング調査結果一覧表
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回答者 A　 B C D E F

第3条1項各号

・ 第3条1項柱書に「前条（第2

条）第1項柱書の識別性とは、下

記（第3条1項各号）に該当しない

ことをいう」と規定するのが も

影響が少ないと考える。それでも

記述表示について、26条や37条で

個別に規定をする必要は残る。

・ 定義に識別性を入れると、2条

1項が15条の拒絶理由として明示

されていなくても、拒絶理由とし

て明示されている3条1項各号に

「商標」があるので、結局、拒絶

理由の原因となりうる。

・ 定義に識別性が追加される

と、特許庁の審査では、3条1項各

号以外の識別性は考えなくても良

いのかという課題が生じる。

・ 登録の実体要件（第2条1項）

と手続き規定（第3条1項各号）を

合致させるため、3条1項各号に、

キャッチオール的なものを入れる

など若干変更、増加が必要かもし

れない。

・ 第2条1項の定義に識別性を入

れた場合、識別性がない商標は登

録できないので、第2条1項は拒絶

理由になる。

・ 第2条1項の定義の識別性を

「第3条1項各号に該当しないも

の」と規定すれば、第2条1項の識

別性を拒絶理由として審査するこ

とや、識別性の広狭、重複の問題

を考えなくても良い。

・ 第2条1項が拒絶理由になるか

否かは、拒絶理由の書き方次第。

・ 第2条1項で拒絶するのではな

く、拒絶理由は、現状のとおり、

第3条1項各号で拒絶理由として規

定すれば良い。但し、欧州連合商

標規則第7条（1）(a)のように、

拒絶理由に「商標」の定義である

第4条（日本の第2条1項）を入れ

ることは可能である。

・ 本当に識別力があるか否か、

登録要件を満たすか否かは第3条1

項で判断する。

・ 定義の識別性はおよそ識別性

が生じないものを外す程度の意味

しかないので、3条1項との重複は

生じない。

・ 実際に使用される前の審査段

階では、識別性の有無は第3条1項

で判断し、実際に使用された段階

では、その使用された商標の識別

性を判断すればよく、定義の識別

性を持ち出す必要はない。

第3条2項

・１案：「第2条第1項柱書の識別

性とは、第3条1項各号に該当しな

いが、第3条2項に該当する場合は

識別力がある」と規定する。但

し、この場合、＜識別性の考え方

＞の①だけではなく、③の概念ま

でもが混入してくるため、2条1項

か肥大化し、他に影響がでる。

・２案：第3条2項は＜識別性の考

え方＞の③を規律しているので、

「第3条2項に該当する場合は識別

力がある」とは言わずに、「以下

の場合は登録を認める。」と規定

して、定義の識別性の影響を受け

ないようにする。

・ 第3条2項は、第3条1項各号の

特則であり、例外のような扱いと

して位置付けられているが、定義

に識別性を追加されると、第3条1

項各号に該当しても第3条2項に該

当すれば良いということになり、

キャッチオールのような規定に

なって位置づけが変わり第3条2項

が第3条1項と同格になってくる。

但し、審査の方法がすぐに変わる

かというとそういうことではな

い。

・ 定義に識別性を入れた場合、

識別性のないマークは、その時点

では「商標」ではなく「標章」で

あり、使用によって識別性が得ら

れた段階（全国的に周知になった

段階）で初めて「商標」になるこ

ととなる。

・ 第3条1項1号・2号は独占不適

応の商標を列挙した条項で、3号

～5号が識別性を有しない商標を

列挙した条項と考えた場合、第3

条2項への影響や課題については

更なる検討を要する。

・ 定義の識別性は抽象的なもの

であり、第3条2項は第3条1項と同

様に具体的な識別性を判断するの

で、定義に識別性を入れても現在

のままで変更する必要はない。

第7条の２

・ ＜識別性の考え方＞③の誰を

識別しているかのケースである。

・ 第7条の2では識別性があると

は言わずに、「以下の場合は登録

を認める」と規定して、定義の識

別性の影響を受けないようにする

と、2条1項の不必要な肥大化を防

ぐことができるように思われる。

・ 定義に出所の識別性を入れる

と、地域団体商標は特定の出所を

表示しておらず明らかに要件を満

たさないので、「第2条の規定に

かかわらず、以下のものは登録す

ることができる」と規定すること

になる。

・別の方法としては、第2条の識

別性の定義を緩い形で書き、例え

ば、「当該商標が付されていない

商品・役務との識別ができる」と

いうようにすれば、特定の出所と

いう言い方にならないので、地域

団体商標でもその要件を満たすと

いえる。

・ 地域団体商標の識別性の有無

を保護要件（登録要件）とするの

ではなく、別途、保護要件を設定

しその保護要件を満たせば、識別

性があるとみなすのが良い。

・ 定義に識別性を入れると、識

別性の柔軟な判断が難しくなり、

周知性の基準を緩和して識別性が

あるとして登録が認められた地域

団体商標は問題となる。但し、

識別力がないもの（=第3条1項各

号に該当するもの）は商標でない

という程度の緩い識別性にすれば

現状とほぼ同じなので、地域団体

商標の識別性についての問題は回

避できる。

・ 地域団体商標も一定の識別力

があるから登録が認められるもの

であり、定義に「識別しうる

（capable of）」のような抽象的

な識別性を入れた場合であって

も、特に影響は出ない。影響が出

ないような条文の書き方は可能で

ある。

・ 現状を見直さない範囲で、[商

標]の定義を変えるという考え方

なので、基本的には第7条の2も変

える必要はない。

商標の定義規定に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題

各条文への影響はこの法律構造の

根本的な考え方について整理して

から検討すべき内容である。法律

構造の考え方の問題が解決されれ

ば、「商標」にするのか「標章」

にするのか等の各条文への影響は

単なるテクニカルな問題にすぎな

いのではないか。この法律構造の

根本的な考え方について整理して

からでないと先に進まないという

のが、平成8年法のときの議論で

あった。重い問題であり、これを

クリアせずに先に進むことはでき

るのか。
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回答者 A　 B C D E F

第26条・第37条

・ 第26条1項6号は、＜識別性の

考え方＞②の商標的使用について

の規定であるが、第26条1項2号の

普通名称は＜識別性の考え方＞①

の構成についての規定である。定

義の識別性の意味を＜識別性の考

え方＞①に限定して、改正の影響

を 小限に済ませようとしても、

第26条は影響が出ざるを得ない。

・ 普通名称等との関係でも、26

条1項6号の商標的使用との関係で

も、商標の識別性の主張立証責任

は、被疑侵害者側にあるとしなけ

ればならないので、第26条のよう

に実体要件の要請ではないが、証

明責任の転換のために、第37条も

「標章」と規定すべきである。

（証明責任の転換からの要請）

・ 定義に識別性をいれると、識

別性がない標識であれば、「商標

的使用」に該当するか否かを議論

するまでもなく、侵害の範囲から

外れる。そうすると、第26条1項6

号は要らなくなる。

・ 立証責任が逆転することとな

るが、それで良いのかが問題。被

疑侵害者の使用する商標に識別性

があるということを権利行使する

商標権者側が主張立証しなければ

ならなくなると、商標権者に過重

な負担となる。対策として、37条

の侵害の規定を「標章の使用」と

規定する方法が考えられる。それ

に対する抗弁としては、「これは

標章ではない」というものになる

が、26条を見直さなければならな

くなり大改正になる。

・ 定義に識別性を入れれば、識

別性がないものは商標ではなくな

るので、第26条1項6号は要らなく

なるが、主張立証責任の問題が生

じる。

・ 定義に識別性を入れた場合、

商標権者側が、被疑侵害者が使っ

ている商標に識別性があることを

主張立証しなければならなくなり

商標権者が権利行使する際のハー

ドルが高くなる。

・ 立証責任の転換のために第37

条の被疑侵害者の使用する「商

標」を「標章」と書くのは本末転

倒である。「標章」とすれば、

も本質的な識別性の要件を満たし

ていないものを侵害とすることに

なり不合理である。第37条を「標

章」とするくらいなら、定義に識

別性を入れるべきではない。

・ 定義に抽象的な識別性を入れ

た場合、登録商標の使用は定義を

満たしているので識別性の有無は

問題とならないが、「類似する商

標」に関しては識別性の有無とそ

の主張立証責任が問題となり得

る。

・ 第37条の被疑侵害者の「商

標」も「商標」のままにしておい

て、解釈で解決すれば良い。「類

似する商標」も「商標」のままに

しておいて、「商標」の抽象的な

識別力の有無と商標的使用である

かは重なるので、「商標的使用」

で解決すれば良く、現状のままで

良い。

・ 仮に、被疑侵害者の使用する

「商標」を「標章」に変更した場

合は、第26条や第37条に使用の概

念（商品・役務との関係）を新た

に追加する必要がある。

・ 定義に識別性を入れた場合、

侵害系の条文の「商標」をそのま

まにしておくと、被疑侵害者側が

使っているマークは「商標」でな

ければならなくなり、商標権者が

そのマークに識別性があることを

主張立証しなければならないとい

う結果となり、不合理である。

・ 被疑侵害者側の「商標」を

「標章」とすれば、識別性の有無

を判断する必要がなくなる。

50条

・ 商標的使用を要求するか否か

を十分に議論しないまま、定義に

識別性を入れるために副次的にど

ちらかにしてしまうのは良くな

い。たとえば、「商標」の定義の

識別性を＜識別性の考え方＞の①

の商標の構成自体に限定し、②の

商標的使用は無関係であるという

規定とすれば影響はないように思

われる。

・ 「商標･･･の使用」が要件はそ

のままにして、識別性のある形で

使用していないと取り消すという

本来の姿に戻しつつ、製品準備等

の関係で、未使用で保有している

場合の救済を考える必要がある。

・ 運用で柔軟に対応していたこ

とを全て同じように対応できるの

ではなく、一部について従来とは

違った結果になる場合がある。

・ 不使用取消でも商標的使用は

厳しく求めても良いという考えで

あり、侵害の場合の商標的使用と

不使用の場合の商標的使用のレベ

ルは揃えるべきである。従って、

「商標」の定義に識別性が入って

も、50条は「商標」のままで良

い。

・ 第50条にも第26条1項6号のよ

うな条項を設ければ、定義に識別

性を入れるようなことをしなくて

も良い。

・ 定義に抽象的な識別性を入れ

ても、登録が認められた商標を使

用していれば、定義は満たしてお

り抽象的な識別性が認められてい

るはずであるから、「商標」の使

用として問題は生じない。一方、

第50条の「商標の使用」がいわゆ

る商標的使用である必要があるか

否かという問題は、実際に使用さ

れている商標が、具体的な商品と

の関係で「具体的な識別性」を有

するか、また出所表示のために使

用されているか（「商標的使用」

であるか）であって、定義とは別

問題である。

・ 第50条の「商標」の使用も識

別性を有する必要があると考える

ので、基本的に「商標」のままで

良いと考える。但し、50条では商

標的使用でなくても良いという考

え方を採るのであれば、「標章」

に変えれば良い。どちらかにする

かは第50条に対する考え方の問

題。

・ 第50条では、「商標」は具体

的に使用されており、具体的に使

用されている商標の識別性で判断

することになるので、商標の定義

の抽象的な識別性を持ち出す必要

はない。

51条、53条

＜品質誤認に基づく取消審判＞

・ 品質誤認で取り消されるべき

商標は、普通名称と誤解されるこ

とが危険である。普通名称の類似

の範囲で登録された商標が普通名

称的な使用がされると需要者が誤

解する危険性が増すので、より取

消に値する。この場合、識別力は

必要ないので、品質誤認で取り消

されるべき商標は、「標章」とす

べきである。

・ あまり影響はないと考える。
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回答者 A　 B C D E F

51条、53条

＜出所混同に基づく取消審判＞

・ 出所混同で取り消されるべき

商標の場合、混同する以上、識別

力があると考えられるので、「商

標」で良いこととなる。

第64条・第67条

・ ＜識別性の考え方＞が①で考

えれば、「防護標章」を「防護商

標」としても良い。

・ もっとも、次の観点から、

「防護標章」のままで敢えて「防

護商標」に改めなくても良いとも

考えられる。

①第67条にみなし侵害では、主張

立証責任の観点から第37条と同様

に、「標章」とせざるを得ない。

②第68条3項では、第26条1項6号

を準用する規定しているだけなの

で、第26条1項6号が手当されれば

このままでも問題はない。

・ 現状、「防護登録標章の使

用」がみなし侵害の要件となって

いるところ、定義に識別性が追加

された場合、そのままの条文で

は、識別性を有しない標章の使用

も同条の要件に該当するが、これ

は第26条1項6号を変えるしかな

い。

・ 商標権者が使用しない前提

で、現状のように「防護標章」の

ままとするのであれば、被疑侵害

者の使用行為が商標的使用でない

場合は許されないといけないの

で、第26条1項6号のような条項を

設けるのが良い。

・ 第26条1項6号のような条項を

設けないのであれば、被疑侵害者

の使用行為が商標的使用でない場

合は非侵害としなければならない

ので、第67条は「防護商標」とせ

ざるを得ない。

・ 第67条の登録防護標章は、特

に変える必要はない。

・ 第64条は「標章」と規定され

ているので、影響はない。

・ 第67条（侵害とみなす行為）

は、上記第37条の考え方と同じ。

商標的使用論の見

直し

・ 「識別性」の意味を＜識別性

の考え方＞が①の商標の構成に限

定して、「商標的使用」に影響を

することを防ぐ。

・ 商標的使用は抗弁権として考

えれば、第2条第3項の「使用」の

定義に自他商品等識別機能を果た

す使用態様、つまり②の商標的使

用を追加する必要性はない。

・ 裁判でも、主張がなければ商

標的使用は判断しないので、現状

のままで良い。

・ 既に説明したような影響は出

てくる。

・ 商標的使用は、条文のどこに

も書かれていないものであり、他

の法律では見かけない珍しいもの

であるが、それによって実務が柔

軟に運用できているというメリッ

トがある。

・ 定義に識別性を入れること

と、具体的な事案において識別力

を発揮する形で使用されているか

は別問題であり、定義に抽象的な

識別性を入れても、商標的使用論

はなくならず現状と変わらない。

・ 識別性を非常に緩やかに考え

るのであれば、商標的使用論は生

き残り、見直しも必要ない。

裁判例への影響

・ 裁判例に影響が出ないように

しなければならない。

・ 不使用取消における「商標的

使用」の要否に関しては中立的に

書かない限り裁判例に影響が出

る。

・ 侵害の商標的使用の立証責任

について争点になる可能性はあ

る。

・ 定義に識別性を入れることに

よって、裁判例に影響を与えるこ

とは好ましくない。

・ 定義に識別性を入れても、合

理的な結論を得るためには、「商

標的使用」の解釈と同様に、識別

性の有無を柔軟に判断せざるを得

なくなる。

・ 定義に抽象的な識別性を入れ

ても、不使用取消審判を含めて裁

判例への影響はない。

・  裁判例に影響を与えないこと

を条件に定義に識別性を入れる。
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（４） 学識経験者ヒアリング調査結果の詳細259 

 

（ⅰ） 学識経験者ヒアリング調査結果（回答者別の主な回答） 

 

学識経験者ヒアリング調査の回答者：A 

 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

現状に変更を加えることが目的ではないのであれば、「商標」定義に識別性を加える必要は

ない。 

＜その理由＞ 

・ 現状は、裁判例と実務の積み重ねがあり、複雑な条文構成となっているため、あるが

ままで分かりやすくするという目的を達成することができるかが疑問に感じる。すな

わち、「商標」の定義に識別性を追加するということは根本的に手を入れることにな

るので、現状に変更を来さないように追加するには煩雑な作業を要し、場合によって

は漏れが生じる可能性もある。現状のあるがままにしようとするほど複雑になり、分

かりやすさは失われる。 

・ 特許法等では、発明の定義があるが特許法全体には余り影響を与えていない。特許法

では、発明の定義の「高度」性は通常使わず、特許法第29条（新規性・進歩性）で判

断するが、第29条は発明の定義に入っていない。 

・ 不使用取消における商標的使用の要否に関しては、裁判例や学説が分かれており、い

ずれと決するのかということを立法で決めるという覚悟かない限り、しばらく裁判例

や学説の進展に委ねておいた方がよい。 

・ 「商標」の定義に識別性がないことによる不都合は現に生じておらず、定義の規定ぶ

りが諸外国と異なるからと言って、国際ハーモナイゼーションが理由にはならない。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

 

＜識別性の考え方＞ 

・ 「識別性」として語られている概念には、理念型としては、以下の3つがあるように思

われる。これら全ての「識別性」概念を、定義に反映させようとすると、商標法の様々

な条文に影響を与えてしまい、結局、分かりやすさに反することになりかねない。 

・ 改正による悪影響を 小限に抑えるには、商標法の全てに影響を与えるような3つ全

                         
259 学識経験者ヒアリングの議事要旨は、資料Ⅱ-3「学識経験者ヒアリング議事録要旨（6者）」を参照。 
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ての「識別性」を定義に追加するのではなく、下記①の第3条1項に係る内容に限定し

て検討し、②③の意味の「識別性」に影響を与えない形が考えられる。 

・ ただし、「識別性」の意味を①の商標の構成（第3条1項に関するもの）に限定しても、

不使用取消の際の使用が識別力を要するか否かの論点や、侵害の場面における被疑侵

害者の「標章」と「商標」の整理の問題は残る。 

 

①  商標の構成自体の識別性 

一般的にこれが念頭に置かれる場合が多い。第3条で規定しているもの。 

②  商標的使用による識別性 

使用者の使用態様により、出所識別が行われているか否か。 

③  誰を識別しているのか 

地域団体商標や証明商標の例であり、商標権者本人、構成員か若しくはグルー

プ全体を識別しているのか。また、証明されている商品等とそれ以外の商品等を

識別しているのか。 

 

上記３つ以外に、防護標章制度のように商標権者が使用しないことを前提とする

商標(標章)の識別性を４番目の識別性として加えることも考えられる。 

 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

「商標」の定義に識別性を入れるとすると多くの条文の見直しを検討しなければなら

ない。 

 

第 3 条第 1項各号 

・ 第2条1項の定義に何らかの形で「識別性」を入れた上で、第3条との関係を明らかにし

ておく必要があり、弊害を防ぐには、第3条1項柱書に「前条（第2条）第1項柱書の識

別性とは、下記（第3条1項各号）に該当しないことをいう」と規定するのが も影響

が少ない。それでも第26条や第37条で個別に規定をする必要は残る。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると、第2条1項が15条の拒絶理由として明示されてい

なくても、拒絶理由として明示されている第3条1項各号に「商標」があるので、結局、

拒絶理由の原因となり得ることになる。第2条1項を拒絶理由とするか否かは形式な話

でしかない。したがって、第2条が第15条の拒絶理由に挙げられていないという現状

を維持したとしても、出願の可否に影響を与えることなく「商標」の定義を変えるこ

とは困難である。 

・ 具体的で範囲がはっきりした第3条1項各号は特許庁が立証し、範囲が曖昧模糊とした
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第2条1項の定義に係る識別性の有無は出願人が立証することとなると大変である。 

 

第3条第2項 

第3条第1項各号に該当するか否かは庁から理由を開示し、第3条2項は出願人が主張す

る必要があるが、これを変更するつもりがないのであれば、そのような条文にする必

要がある。 

 

1案： 

第3条1項と同じ考え方で、現状を変えないという前提で、「前条（第2条）第1項

柱書の識別性とは、下記（第3条1項各号）に該当しないが、第3条2項に該当する

場合は識別力がある」と規定する。しかし、このようなにすると、結局、商標法

で新たに第2条1項の「商標」の定義に入れることとした「識別性」の概念に、第

3条1項の商標の構成自体の識別性の問題だけではなく、使用によって誰を識別し

ているようになるのかという第三の問題までもが混入していることを認めるこ

とになりかねず、不必要に第2条1項か肥大化し、他の場面に影響がでることを防

ぎ得ないかもしれない。 

 

2案： 

第3条2項は出願人等によって使用された結果識別が生じるという形で商標が誰

を識別しているのかという、前述＜識別性の考え方＞でいえば③の問題を規律し

ているのであるから、①の商標の構成自体の識別性とは明確に切り離して規定す

るという方策が考えられる。つまり、第2条1項にいう「識別性」はあくまでも①

の商標の構成自体の識別性であり、③の問題である第3条2項とは関係ないことを

明らかにする。具体的には、「第3条2項に該当する場合は識別力がある」とは言

わずに、「以下の場合は登録を認める。」と規定して、定義の識別性の影響を受け

ないようにすると、 も影響が少ない規定となる。 

 

第7条の2 

・ ＜識別性の考え方＞③の誰を識別しているかのケースである。 

・ 上記第3条2項の第２案のように、第7条の２では識別性があるとは言わずに、「以下の

場合は登録を認める」と規定して、定義の識別性の影響を受けないようにすると、第

2条1項の不必要な肥大化を防ぐことができるように思われる。 

 

第26条・第37条 

・ 第26条1項6号は、＜識別性の考え方＞②の商標的使用についての規定であるが、第26



 

- 136 - 

条1項2号の普通名称は＜識別性の考え方＞①の構成についての規定である。「商標」

の定義の識別性の意味を＜識別性の考え方＞①に限定して、改正の影響を 小限に済

ませようとしても、第26条は影響が出ざるを得ない。 

・ この論点は第25条や第37条において、商標権侵害の請求原因として「商標」と規定す

る現在の条文のままとして、識別力があることの証明責任を商標権者が負担するよう

に読める条文とするのか、それとも「標章」と規定して、識別力がないことの証明責

任を被疑侵害者が負担するように読める条文とするのかという論点に関わる。かりに

第2条1項の「商標」の定義に識別性が入ってしまった場合には、第25条や第37条の請

求原因のほうは、「標章」と書くべきであるように思われる。 

・ 被疑侵害者が使っている普通名称等は、識別力の有無に関わらず、商標権の効力は及

ばないとすべき。第2条1項の「商標」の定義に識別性を入れ、第25条や第37条は「標

章」と規定する場合、それにも関わらず第26条各号の規定は「商標」と規定すると、

被疑侵害者は、識別力があるので商標に該当することを主張立証した上で、普通名称

であるから商標権の効力は及ばないと主張立証する必要が生じるが、 初の主張立証

は無駄である。しかもこの場合、条文の論理構造としては、識別力がなければ、商標

権の効力は及ばないという条文がなくなってしまうので、「標章」と書かざるを得な

い。他方、第2条1項の「商標」の定義に識別性をいれたうえで、第25条や第37条のほ

うは現在の条文どおりに「商標」と規定したままであるとすると、普通名称等の証明

責任は商標権者にあるのか、それとも第26条がある以上、被疑侵害者にあるのか、ど

ちらなのか不明確となるという問題が発生する。 

・ 現在の商標の使用にあたる行為は出所識別機能があるので、抗弁としてして第26条1

項6号が設けられたが、「商標」の定義に識別性が入れられると、積極的な要件なので、

かりに第2条1項の「商標」の定義における「識別性」が①の商標自体の構成の問題で

はなく、②の商標的使用の問題は無関係であるということが明らかな条文とする場合

には、少なくとも第26条1項6号との関係は問題が生じないことになる。しかし、その

ように規定しても、普通名称等は①の問題であるので、このままでは商標権者が商標

に識別性を有すること(＝普通名称でないこと)を主張立証しなければならなくなる

ように(も)読め、前述したように、どっちつかずの条文となる。 

・ 仮に第2条1項の「商標」の定義における「識別性」が、②の商標的使用の問題も含む

のだと規定される場合には、第26条1項6号との関係でも、商標的使用の証明責任の所

在が商標権者にあるように(も)読めることになる。 

・ 結論として、普通名称等との関係でも、第26条1項6号の商標的使用との関係でも、商

標の識別性の主張立証責任は、被疑侵害者側にあるとしなければならないので、第26

条のように実体要件の要請ではないが、証明責任の転換のために、第37条も「標章」

と規定すべきである。（証明責任の転換からの要請） 
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第50条＜不使用取消審判＞ 

・ 不使用取消に関しては、現状は、多くの裁判例が、商標が商標的に使用されていない

ことが必要であることは前提としたうえでの裁判例は、商標的使用があるということ

を柔軟に認めることで不都合が生じないようにしているが、裁判例の進展に委ねず、

立法により解決するという覚悟があるかどうかということを考える必要が有る。商標

的使用を要求するか否かを十分に議論しないまま、「商標」の定義に識別性を入れる

ために副次的にどちらかにしてしまうのは良くない。例えば、「商標」の定義の識別性

を＜識別性の考え方＞の①の商標の構成自体に限定し、②の商標的使用は無関係であ

るという規定とすれば影響はないように思われる。 

 

第51条、第53条等＜品質誤認に基づく取消審判＞ 

・ 審判を一括では扱えない。 

・ 品質誤認で取り消されるべき商標は、普通名称と誤解されることの方がより危険であ

る。普通名称の類似の範囲で登録された商標（例えば、商標：「ネリ・キリン」：指定

商品：洋菓子）が、出所識別力が残らないで練り切りでもない菓子の名称として「ネ

リキリ」として普通名称的な使用がされる方が需要者が誤解する危険性が増すという

意味で、より取消しに値する。よって、この場合、識別力は必要ないので、品質誤認

で取り消されるべき商標は、「標章」とすべきである。品質誤認の審判で「商標」とし

ないことが肝心。 

 

第51条、第53条等＜出所混同に基づく取消審判＞ 

・ 出所混同で取り消されるべき商標の場合、混同する以上、識別力があると考えられる

ので、「商標」で良いこととなる。 

・ 現状では、1つの条文に品質誤認と出所混同が一緒に記載されているので、出所混同

と品質誤認で「商標」と「標章」を書き分ける方法か、又は、全てを「標章」と書い

て、出所混同の場合はその混同の恐れの要件のところで事実上、識別性が斟酌される

ので出所混同の要件での処理に委ねてしまう方法のいずれかである。 

 

第64条・第67条 

・ 現状は、商標権者の使用の意思が不要であるという理由のみから「標章」としている

のであって、侵害者の使用に商標的使用は不要とは考えていない。 

・ ＜識別性の考え方＞が①の商標の構成自体と考えれば、「防護標章」は「防護商標」

でも良いが、第 67 条にみなし侵害では、主張立証責任の観点から第 37 条と同様に、

「標章」とせざるを得ない点、第 68 条 3 項では、第 26 条 1 項 6 号を準用する規定し

ているだけなので、第26条 1項 6号が手当されればこのままでも問題はない点から、
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「防護標章」のままで敢えて「防護商標」に改めなくても良いとも考えられる。 

 

商標的使用論の見直し 

・ 「識別性」の意味を＜識別性の考え方＞が①の商標の構成に限定して、「商標的使用」

に影響をすることを防ぐような定義の仕方ができれば良い。 

・ これまでの小委の議論では、商標的使用は抗弁権として考えたので、現状あるがまま

という立場で考えれば、第2条第3項の「使用」の定義に自他商品等識別機能を果たす

使用態様、つまり②の商標的使用を追加する必要性はない。 

・ 裁判でも、主張がなければ商標的使用は判断しないので、現状のままで良い。 

 

裁判例への影響 

・ 裁判例に影響が出ないようにしなければならない。 

・ 現在、裁判例が分かれている不使用取消における「商標的使用」の要否に関しては、

前述したように中立的に書かない限り、裁判例に影響が出てしまう。 

・ 侵害の商標的使用の立証責任について争点になる可能性はある。 
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学識経験者ヒアリング調査の回答者：B 

 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要はない。 

＜その理由＞ 

・ 「商標」の定義に識別性を追加するかは、定義の言葉の問題であって、これによって

実態が変わるものではない。 

・ 本来議論すべきことは、識別性を追加するか否かより、どういう識別性が必要かとい

う点である。出所との関係での識別性なのか、それ以外の他の商標と相違するという

広い意味での識別性なのかである。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

 

・ 追加すべき識別性の具体的内容をいかに考えるか も重要な点である。 

・ 識別性の考え方を変えるということは、「商標」の定義を変えるという名目の下で、商

標の機能自体を広げていくことになる。つまり、この際、「商標」の定義を変えて、識

別性を徹底的に議論して、商標の機能も議論して、あるべき新しい商標制度を作ると

いう考え方はあり得る。識別性は、伝統的な出所表示だけでなく、需要者とのブラン

ド・イメージの情報交換を担うコミュニケーション機能を含むものに広がってきてい

る。 

・ 識別性の解釈を定義してしまうと、識別性の議論が止まってしまうという考え方もあ

る。現在のように、識別性を解釈で運用している方が、柔軟性があるというように考

えることもできる。 

 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

第3条第1項各号 

・ 「商標」の定義に識別性を加えると、第3条との関係が問題となる。 

・ 定義ということは要件であり、要件を書いた上で、それに当たる具体的事由を登録

要件として書くのは、法体系の在り方としてはぎこちない。 

・ 審査では、 初に「商標」の定義が満たされているかを確認し、次に、第3条1項各号

以外に識別性が認識、又は否定されたりするかが問題となる。すなわち、「商標」の

定義に識別性が追加されると、特許庁の審査では、第3条1項各号以外の識別性は考

えなくても良いのかという課題が生じるのではないか。 
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・ 第2条1項が直接、拒絶理由になることはないと思われる。拒絶理由自体は行政手続

の問題なので、商標の実体要件である識別性の有無を第3条1項各号という手続規定

で審査する形になる。第2条1項と第3条1項各号は、実体と手続の関係になると思う。

登録の実体要件は、商標の要件である識別性を満たしていることであり、第3条1項

各号は特許庁が何を審査するかという手続規定になる。実体と手続きを合致させる

ため、手続規定（第3条1項各号）に、キャッチオール的なものを入れるなど若干変

更、増加が必要かもしれない。 

 

第3条第2項 

・ 現在は、第3条2項は、第3条1項各号の特則であり、例外のような扱いとして位置付け

られているが、「商標」の定義に識別性が追加されると、第3条1項各号に該当しても第

3条2項に該当すれば良いということになり、キャッチオールのような規定になり、第

3条1項と同格になってくるのではないだろうか。 

 

第7条の2 

・ 地域団体商標は、古典的な意味での識別性とは異なり、特定の出所を表示していない

と考えるので地域団体商標との関係が難題である。 

・ 第2条の識別性の要件として、出所の識別性を入れるとすると、「第2条の規定にかか

わらず、以下のものは登録することができる」と規定することになるのではないか。

別の方法としては、第2条の識別性の定義を緩い形で書き、例えば、「当該商標が付さ

れていない商品・役務との識別ができる」というようにすれば、特定の出所という言

い方にならないので、地域団体商標でもその要件を満たす。 

・ 地域団体商標は、出所である生産者が組合の構成員であることを証明している商標で

あって、出所表示ではない。ただ、現行法の体系に載せるため、組合の背後にいる生

産者が作ったものを、組合を出所として表示しているという説明をしているにすぎな

い。 

 

第26条・第37条 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると、識別性がない標識であれば、「商標的使用」に該

当するか否かを議論するまでもなく、侵害の範囲から外れると思われる。そうすると、

第26条1項6号は要らなくなるのではないか。 

・ 抗弁が定義の問題となると、立証責任が逆転することとなるが、それで良いのかが問

題。被疑侵害者の使用する商標に識別性があるということを権利行使する商標権者側

が主張立証しなければならなくなると、商標権者に過重な負担となるため、対策とし

て、第37条の侵害の規定を「標章の使用」と規定する方法が考えられる。それに対す
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る抗弁としては、「これは標章ではない」というものになるのではないかと考えるが、

第26条を見直さなければならなくなる。 

 

第50条 

・ 「商標･･･の使用」が要件はそのままにして、識別性のある形で使用していないと取

り消すという本来の姿に戻しつつ、製品準備等の関係で、未使用で保有している場

合の救済を考える必要があると考える。今は、何らかの使用証明を出せば使用して

いるとしているが、本来は、識別性のある形で使用していないと取り消すという本

来の姿に戻しつつ、別の方法で商標権者を救済するのが正しいやり方と考える。 

 

第64条・第67条 

・ 現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用も

同条の要件に該当するが、これは第26条1項6号を変えるしかない。 
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学識経験者ヒアリング調査の回答者：C 

 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要はない。 

＜その理由＞ 

・ 「商標」の定義に識別性を入れれば、相当数の条文を改正する必要が生じるが、そこ

までして「商標」の定義に識別性を入れる必要性があるとは考えられない。 

・ 「商標」の定義に識別性を追加するのではなく、侵害に関して第26条1号6号で商標的

使用でないものには効力が及ばないと規定したように、不使用取消審判や防護標章で

も識別力を発揮しない商標は使用と認めないという規定を新たに入れるというよう

な個別の対応で十分である。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると他の条文に大きな影響を与えるので、第1条（目

的）だけに、「商標の識別性を保護することにより」というように識別性の文言を入れ

ると、第2条（定義）に識別性を入れるより影響が少ないのではないか。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

 

・ 現状のように第3条1項各号で識別性がないものを列挙し、識別性とは、第3条1項各号

に該当しないものと規定するしかない。 

・ 新商標や立体商標などでも、商標単独で商品等を識別しているのかという問題がある。

通常、色彩や音などの五感を要素として、商標の複数の要素を組み合わせて識別して

いる場合がある。「商標」の定義の識別性を厳格に考えると、商標の複数の要素が組み

合わさっている場合にその一部分だけを抜き出して商標に識別性があるとはいえな

いので、識別性を特定の要素に限定して考えることができない。 

 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

第 3 条第 1項各号 

・ 第2条1項の「商標」の定義に識別性を入れた場合、第2条1項は拒絶理由になる。 

・ 第2条1項の定義の識別性を「第3条1項各号に該当しないもの」と規定すれば、第2条1

項の識別性を拒絶理由として審査することや、識別性の広狭、重複の問題を考えなく

ても良い。 

・ 第26条で自由使用を許しているので、競業者が誰でも自由に使って良いというものは、

将来的に識別力が生じるとは思えない。第3条1項各号は、そのような識別性が将来も



 

- 143 - 

生じない商標を列挙しているのであって、独占適応性を考慮して列挙しているのでは

ないという立場である。一方、 高裁のように、第3条1項各号には、独占適応性を考

慮した条文が含まれるという考え方に立てば、上記のように「商標」の定義の識別性

を第3条1項各号に該当しないものという形で規定する場合は、第3条1項各号から独占

不適格の条項だけを取り出して、識別性の条項だけを残すような整理が必要である。 

 

第3条第2項 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、識別性のないマークは、その時点では「商標」

ではなく「標章」であり、使用によって識別性が得られた段階（全国的に周知になっ

た段階）で初めて「商標」になることとなる。 

 

第7条の2 

・ 地域団体商標を第3条2項と併存させるのであれば、地域団体商標の識別性の有無を保

護要件（登録要件）とするのではなく、別途、保護要件を設定しその保護要件を満た

せば、識別性があるとみなすのが良い。 

・ 識別力があるものが商標であると規定すると、どの程度の周知性や識別力が必要とな

るかが論点となり、通常の商標の識別性と地域団体商標の識別性の違いが問題となる。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れて識別性の基準が統一されると、現状のように識別性

の柔軟な判断が難しくなり、周知性の基準を緩和して識別性があるとして登録が認め

られた地域団体商標は問題となる。 

・ 識別力がないもの（=第3条1項各号に該当するもの）は商標でないという程度の緩い

識別性にすれば現状とほぼ同じなので、地域団体商標の識別性についての問題は回避

できる。 

 

第26条・第37条 

・ 第26条1項6号は、識別性を有しない標章の使用は侵害行為に該当しないこととする趣

旨である。「商標」の定義に識別性を入れれば、識別性がないものは商標ではなくなる

ので、第26条1項6号は要らなくなると考えることもできるが、主張立証責任の問題が

生じる。原告（商標権者）側が、被疑侵害者が使っている商標に識別性があることを

主張立証しなければならなくなる。 

・ 「商標」の定義で識別力があるものが「商標」と規定された場合、立証責任の転換の

ために第37条の被疑侵害者の使用する「商標」を「標章」と書くのは本末転倒である。

「標章」とすれば、 も本質的な識別性の要件を満たしていないものを侵害とするこ

とになり不合理である。第37条を「標章」とするくらいなら、「商標」の定義に識別性

を入れるべきではない。 
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第50条 

・ 商標法では、商標権者は形式的な要件を主張立証するだけで良く、被疑侵害者側が、

侵害に該当しないという実質的な要件を主張立証しなければならない構造になって

おり、これが商標権のメリットである。このメリットは、「商標」の定義に実質的なこ

とが書いていないことが多分に寄与している。 

・ 不使用取消でも商標的使用は厳しく求めても良いという考えであり、侵害の場合の商

標的使用と不使用の場合の商標的使用のレベルは揃えるべきである。従って、「商標」

の定義に識別性が入っても、第50条は「商標」のままで良い。 

・ 第50条にも第26条1項6号のような条項を設ければ、「商標」の定義に識別性を入れる

ようなことをしなくても良い。 

 

第64条・第67条 

・ 商標権者が使用しない前提で、現状のように「防護標章」のままとするのであれば、

被疑侵害者の使用行為が商標的使用でない場合は許されないといけないので、第26条

1項6号のような条項を設けるのが良い。 

・ 第26条1項6号のような条項を設けないのであれば、被疑侵害者の使用行為が商標的使

用でない場合は非侵害としなければならないので、第67条は「防護商標」とせざるを

得ない。 

 

商標的使用論の見直し 

・ 商標的使用は、条文のどこにも書かれていないものであり、他の法律では見かけない

珍しいものであるが、それによって実務が柔軟に運用できているというメリットがあ

る。 

 

裁判例への影響 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることによって、裁判例に影響を与えることは好まし

くない。 

・ 裁判例を分析して、「商標的使用」ではない範囲を明確に説明できるかというと難し

いのではないか。合理的な結論を得るために、「商標的使用」を利用しているように感

じられる。「商標」の定義に識別性を入れても、合理的な結論を得るためには、「商標

的使用」の解釈と同様に、識別性の有無を柔軟に判断せざるを得なくなるのではない

か。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、不使用取消において商標的使用は必要ないと

いう裁判例の存在が問題となるが、それ以外でも裁判例において別の問題が生じる可

能性がある。  
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学識経験者ヒアリング調査の回答者：D 
 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

「商標」の定義に抽象的な識別性を追加した方が良い 

＜その理由＞ 

・ 現在の「商標」の定義が、商標の本質を規定することなく商標の構成のみから規定し

て無色透明的になっているのは立法技術上の理由であるが、実定法上の定義として

「商標とは何か」について「商標」の定義に識別性が入っていないのはおかしい。 

・ 国際ハーモナイゼーションの観点でも、現状の「商標」の定義では、日本の「商標」

が正しく理解されず誤解を与える可能性がある。 

・ 第1条の「商標」の概念は識別性を含んだ「商標」と解されるが、「商標」の定義に識

別性がないと商標法が破たんしていると考えることもでき、一貫性の観点からも問題

である。 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れることはそれほど革命的なことではなく、影

響も限定的である。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

 

・ 定義に入れる識別性は、EUの「識別し得る（capable of distinguishing the goods 

or services）」というような「抽象的な識別性（abstract distinctiveness）」で良

い。 

 

第 4 条 （仮訳） 

欧州連合商標は、あらゆる標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、数字、色彩、商品の形状若しくは

その包装 又は音であって、次に該当するものをいう。 

（ａ）ある事業に係る商品又は役務と他の事業に係る商品又は役務とを識別することができ、かつ、 

（ｂ）欧州連合商標の登録簿に、第三者が、容易かつ明確に標章の保護される対象を特定できるように表現

することができる。 

 

・ 「抽象的な識別性」とは、特定の商品・役務に関わらない何らかの商品・役務との関

係で識別性を有することをいい、出所との関係である主体の商品・役務と他の主体の

商品・役務とを識別し得ること（識別可能性）をいう。具体的には、「需要者が何人か

の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」。 

・ 「具体的な識別性」とは、具体的な商品との関係で識別性を有することをいい、定義

に入れる識別性を具体的な識別性とすると影響が大きく大変なことになる。 

・ 第3条1項各号は「抽象的な識別性」と「具体的な識別性」が混じっているが、それを
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整理して、EUの規定のように「抽象的な識別性」と「具体的な識別性」に分けて、第

2条1項に定義は「抽象的な識別性」を有するものと規定すると良い。 

・ 抽象的な識別性は、具体的な識別性より観念的には広い概念である。例えば、普通名

称には識別性はなく、造語は抽象的な識別力はあるが、造語が広く誰もが使用すると

具体的な識別性を欠く状態になる（いわゆる商標の普通名称化）。 

・ EUでは、抽象的な識別性は拒絶理由になっているが、具体的な商品・役務との関係で

議論せざるを得ないので、抽象的な識別性で拒絶されることは通常あり得ず、結局は、

具体的な識別性で拒絶するようである。 

・ 第2条1項の「人の知覚によって認識できるもの」は「標章」の定義の一部。標章はEU

の「sign」に相当するものであって、抽象的な識別性とは無関係。 

 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

第3条第1項 

・ 第2条1項が拒絶理由になるか否かは、拒絶理由の書き方次第である。例えば、「商標」

の定義に識別性を入れた場合、「商標に対する拒絶理由」と書くと自己矛盾が生じる

が、「出願に対する拒絶理由」のように矛盾しない書き方を考えれば良い。 

・ 第2条1項で拒絶するのではなく、拒絶理由は、現状のとおり、第3条1項各号で拒絶理

由として規定すれば良い。ただし、欧州連合商標指令第7条（1）(a)のように、拒絶理

由に「商標」の定義である第4条（日本の商標法第2条1項）を入れることは可能であ

る。 

 

第3条第2項 

・ 第3条1項1号・2号は独占不適応の商標を列挙した条項で、3号～5号が識別性を有しな

い商標を列挙した条項と考えた場合、「商標」の定義に抽象的な識別性を入れた場合

の第3条2項への影響や課題については更なる検討を要する。 

 

第7条の2 

・ 地域団体商標も一定の識別力があるから登録が認められるものであり、「商標」の定

義に「識別し得る（capable of）」ような抽象的な識別性を入れた場合であっても、特

に影響は出ない。影響が出ないような条文の書き方は可能である。 

 

第26条・第37条 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れた場合であっても、登録商標の使用は「商標」

の定義を満たしているので識別性の有無は問題とならないが、「類似する商標」に関
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しては識別性の有無とその主張立証責任が問題となり得る。 

・ 第37条の被疑侵害者の「商標」を「標章」に変えれば、識別性を有することの主張立

証責任が転換することは可能であるが、「商標」のままにしておいて、解釈で解決すれ

ば良い。「類似する商標」も「商標」のままにしておいて、「商標」の抽象的な識別力

の有無と商標的使用であるかは重なるので、抗弁として位置付けられている「商標的

使用」で解決すれば良いので、現状のままで良い。 

・ 仮に、被疑侵害者の使用する「商標」を「標章」に変更した場合は、第26条や第37条

に使用の概念（商品・役務との関係）を新たに追加する必要があると思われる。 

 

第50条 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れても、登録が認められた商標を使用していれ

ば、「商標」の定義は満たしており抽象的な識別性が認められているはずであるから、

「商標」の使用として問題は生じない。一方、第50条の「商標の使用」がいわゆる商

標的使用である必要があるか否かという問題は、実際に使用されている商標が、具体

的な商品との関係で「具体的な識別性」を有するか、また出所表示のために使用され

ているか（「商標的使用」であるか）であって、「商標」の定義とは別問題である。 

・ 「商標的使用」がされていない場合であっても抽象的な識別性があれば「商標」の定

義の「商標」ではある。第3条1項各号を満たして登録され得るものは全て抽象的な識

別性を有するので「商標」である。 

・ 従って、「商標」の定義に抽象的な識別性を入れることと、いわゆる商標的使用でない

使用であっても第50条の「商標の使用」であると認めるか否かは、直接的な関連性は

ない。 

 

第51条・第53条 

・ 余り影響はないと考える。 

 

第67条 

・ 第67条の登録防護標章は、特に変える必要はない。 

 

商標的使用論の見直し 

・ 具体的に追加すべき態様は特に思いつかない。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることと、具体的な事案において識別力を発揮する形

で使用されているかは別問題であり、「商標」の定義の抽象的な識別性を入れても、商

標的使用論はなくならず現状と変わらない。 
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裁判例への影響 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れても、不使用取消審判を含めて裁判例への影

響はない。 
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学識経験者ヒアリング調査の回答者：E 

 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

現在の解釈適用を変えないという条件付きで、「商標」の定義に識別性を追加した方が良

い。 

＜その理由＞ 

・ 商標が保護に値するのは識別性があるからであり、「商標」の定義にその識別性がな

いのは適当ではない。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れて、現在の解釈や証明責任が変わるのであれば、識

別性を追加すべきではないが、現在の解釈適用を変えない形で識別性を定義に追加

することは可能と考える。 

・ 現状が変わらないという意味では、「商標」の定義に識別性を入れても入れなくても

どちらでも良いが、商標とは何かを理解するのに役立つため、「商標」の定義に識別

性を入れた方が良い。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

＜追加すべき識別性とは＞ 

・ 「商標」の定義に入れる識別性については、発明と考案を区別するために、発明の定

義に置かれている「高度性」のようなもの、スローガン的なもので良く、現実にはそ

れで十分である。 

・ 「商標」の定義に入れる識別性については、現実に使用されていないものを「商標」

であるか否かを判断するので、抽象的で漠然とした識別性で足りる。審査の対象であ

る願書に記載された商標は、現実の使用が確認できないものであるから、その識別性

は、漠然とした抽象的なものにならざるを得ない。 

・ 「商標」の定義に入れる識別性は、商標となり得るものという意味であり、第2条1項

の「人の知覚によって認識することができるもの」に近い。人が知覚によって認識で

きるものであれば、識別することができないものは通常あり得ず、識別性の機能は、

出所表示というよりも出所を表示する能力があるものというレベルのもの。 

・ 識別性の 大限は第3条1項であって、第3条1項を上回る識別性が第2条1項に要求され

ることは考えられない。 

 

 

 

 



 

- 150 - 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

第3条第1項各号 

・ 「商標」の定義に識別性を入れたとしても、3条1項との重複は生じない。本当に識別

力があるか否か、現実に登録要件を満たすか否かは第3条1項で判断する。第2条1項に

入れる識別性はおよそ識別性が生じないものを外す程度の意味しかない。 

・ 実際に使用される前の審査段階では、識別性の有無は第3条1項で判断し、実際に使用

された段階（第37条や第50条等）では、その使用された商標の識別性を判断すればよ

く、「商標」の定義の識別性を持ち出す必要はない。 

・ 審査段階で、第3条1項の全てが第2条1項の識別性と重複すると考えるか（＝第2条1項

で判断するものと第3条1項で判断するものは全く同じものであるという考え）、第2条

1項の識別性が一部を賄うと考えるか（＝第3条1項の一部が第2条1項に動くという考

え）のどちらかである。基本的に後者の考えであるが、実際上影響を受けるものはゼ

ロであって、第2条1項に識別性を入れても影響を及ぼさない。 

 

第3条第2項 

・ 「商標」の定義の識別性は抽象的なものであり、第3条2項は第3条1項と同様に具体的

な識別性を判断するので、「商標」の定義に識別性を入れても現在のままで変更する

必要はない。 

 

第7条の2 

・ 現状を見直さない範囲で、「商標」の定義を変えるという考え方なので、基本的には第

7条の2も変える必要はない。 

 

第26条・第37条 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、侵害系の条文の「商標」をそのままにして

おくと、被疑侵害者側が使っているマークは「商標」でなければならなくなり、商

標権者がそのマークに識別性があることを主張立証しなければならないという結果

となり、不合理である。被疑侵害者側の「商標」を「標章」とすれば、識別性の有無

を判断する必要がなくなる。 

 

第50条 

・ 第50条の「商標」の使用も識別性を有する必要があると考えるので、基本的に「商標」

のままで良いと考える。ただし、第50条では商標的使用でなくても良いという考え方

を採るのであれば、「標章」に変えれば良い。どちらかにするかは第50条に対する考え
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方の問題。 

・ 第50条では、「商標」は具体的に使用されており、具体的に使用されている商標の識別

性で判断することになるので、「商標」の定義の抽象的な識別性を持ち出す必要はな

い。 

 

第64条・第67条 

・ 第64条は現行法も「標章」と規定されているので、影響はない。どのような標章を被

疑侵害者が使っているかを特定して、商標的に使用されていることを要求することは

問題ない。 

・ 第67条（侵害とみなす行為）は、上記第37条の考え方と同じ。 

 

商標的使用論の見直し 

・ 識別性を非常に緩やかに考えるのであれば、商標的使用論は生き残り、見直しも必要

ない。 

 

裁判例への影響 

・ 裁判例に影響を与えないことを条件に、「商標」の定義に識別性を入れる。 
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学識経験者ヒアリング調査の回答者：F 

 

1． 商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についての考え 

 

「商標」の定義に識別性を入れられるなら入れた方が良い。しかし、「商標」の定義に識

別性を入れるのは、これまでの議論の経緯を踏まえると難しいものがあると認識している。 

＜その理由＞ 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることは、社会通念上の概念と一致することや、他法

と同様に保護客体の本質を規定できるなどのメリットがある。 

・ 平成8年の法改正時、「商標」の定義に「識別性」を入れることについて議論が行われ

たが、以下の理由により見送りになったとのことである。 

・ 定義に識別性を入れると、商標の同一や類似という説明が難しくなる。そうすると商

標の同一や類似を使用した商標法第25条や第51条などの条文に大きな影響を与える

こととなる。これを、「法律構造の根本的な考え方から変更する必要が生じないか」と

いう形で答申に記載したようであるが、以降、この点について検討されてはいないの

ではないか。 

・ 昭和34年の現行法整備時、定義に識別性が入れられなかった理由は、「商標」の定義に

客観的識別性を入れた場合、商標の同一・類似の説明が難しくなるという点。商標法

には商標の同一と類似しかなく、同一性という概念はない。唯一の例外は、第50条の

カッコ書きの「社会通念上同一と認められる商標を含む」という部分だけである。 

・ 現行法は、全体に同一・類似という概念を導入して整理しているものである。第2条1

項の「商標」の定義では、「文字、図形等であって、業として商品を扱うものが使用す

るもの」を商標と規定した。このように構成要素だけを規定していれば同一というこ

とが分かりやすいが、「商標」の定義に識別性を入れた場合、商標法上の商標の同一・

類似の説明が難しくなり、特に、「同一」の説明がつかなくなるのではないか。識別性

が共通なら商標は同一ということになるのかということである。平成８年当時は、こ

のような議論や時間的な制約により、「商標」の定義に識別性を入れることが見送ら

れたと考える。 

 

2． 追加すべき識別性の具体的内容について 

 

3． 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及び法律への影響、その他の課題 

 

・ 追加すべき識別性の内容や各条文への影響は、この法律構造の根本的な考え方につい

て整理してから検討すべき内容である。法律構造の考え方の問題が解決されれば、「商
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標」にするのか「標章」にするのか等の各条文への影響は単なる技術的な問題にすぎ

ないのではないか。 

・ 法律構造の根本的な考え方について整理してからでないと先に進まないというのが、

平成8年法のときの議論であった。重い問題であり、これをクリアせずには先に進む

ことができないと考える。 
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６． 委員会での議論〔「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文及

び法律への影響、その他の課題について〕 

 

（１） 「商標」の定義に識別性を追加する場合の前提条件 

 

現在の解釈適用や裁判例にできる限り影響を与えず、かつ、分かりやすくすることが望

ましい。 

 

（２） 識別性の考え方と課題の整理 

 

杉村委員による考察を基に、委員会で議論した。杉村委員による考察は下記のとおりで

ある。 
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～～～～～～～～～～以下、杉村委員による考察資料の転載～～～～～～～～～～ 

 

「商標」の定義規定に識別性を追加する場合の 

他の条文及び法律への影響、その他の課題についての考察 

 

2016 年 11 月 21 日 

弁護士・弁理士 杉村 光嗣 

 

第 1 識別性の具体的な内容（規定文言）について 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加する場合の影響の検討に先立って、追加する識別

性の具体的な内容（規定文言）について検討しておく必要がある。追加する識別性の規

定文言如何によって、影響の及ぶ範囲が変わり得るからである。もっとも、識別性の規

定文言も、それ自体で独立に決定すべきものではなく、商標法全体への影響を考慮した

上で決定する必要があると思われる。 

 

1 現行法の規定 

 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記

号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）で

あつて、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを

除く。） 

 

 現行法の「商標」の定義規定は、以下の①～③の要件に分節できる。 

 ①標章の要件。商標であるためには「文字」「図形」「記号」「立体的形状」「色彩」「こ

れらの結合」「音」「その他政令で定めるもの」のいずれかに該当しなければならない。平

成 26 年改正により追加された「人の知覚によつて認識することができるもののうち」の

文言は、政令委任の範囲を限定する要件として機能する。 

 ②使用者の要件。商標を使用する主体は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡す

る者」又は「業として役務を提供し、又は証明する者」でなければならない。 

 ③使用の対象の要件。商標は「商品について」又は「役務について」使用するものでな

ければならない。 
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 ここで、「について」の要件を、商品又は役務と関連して使用されるとの意味に解する

見解がある（関連性説）260。この見解によれば、例えば名刺に標章が単独で用いられてい

るに過ぎず、宣伝文句等の記載もない場合には、その標章は商品・役務に関して付され

たものではないことから、商標に該当しないと解される261。また、例えばビール瓶に使用

されているビールの商標は、ビールと関連して使用されているが、ビール瓶に関連して

使用されているものではないと解される262。 

 これに対して、「について」の要件を、単なる関連性を超えて、商品又は役務を識別す

るために標章を使用するとの意味に解する見解がある（識別性説）263。この見解によれ

ば、商品又は役務に付された特別顕著でない数量記号のようなもの、例えば商品の価格

等は、商品又は役務との関係（信用）を示す機能、すなわち関係の識別力を示すものでは

ないから、商標に該当しないとされる。 

 後者の見解によれば、現行法の「商標」の定義規定は、識別性の要件を既に内包してい

ると解することになると思われる。つまり、「商標」の定義規定に識別性を追加する改正

は、現行法の「について」が前者の意味（関連性説）であるとの解釈を前提とすることに

なると思われる264。そうだとすれば、仮に法改正を行う場合には、現行法の「について」

が前者の意味（関連性説）であるとの解釈が確立されているとの説明が必要になり得る

ことに留意する必要がある。 

 本稿では上記解釈の当否には立ち入らないが、以下では便宜上「について」が前者の

意味（関連性説）であるとの解釈を前提として、追加すべき識別性の具体的な規定文言

を検討する。 

 

2 具体的な規定文言とそれぞれの課題 

 

 識別性とは、一口に言えば自他商品役務を識別できる性質のことであるが、その具体

的な内容には幾つかのバリエーションがある。 

 まずは、識別性を使用者の主観的要件と捉えるか、客観的要件と捉えるかによって大

きく異なる。また、客観的要件と捉える場合でも、具体的な商品役務との関係における

要件なのか（具体的客観的識別性）、何らかの商品役務との関係における要件なのか（抽

象的客観的識別性）によって異なり、前者については、具体的な出所まで認識させるも

のなのか、何人かの業務に係る商品役務であると認識させるものなのかによっても異な

                         
260 小野昌延＝三山俊司編『新・注解 商標法【上巻】』（青林書院、2016 年）112 頁〔茶園成樹〕。 
261 大阪地判平成 18 年 4 月 18 日（平 15（ワ）11661 号）〔ヨーデル事件〕 
262 小野昌延編『注解商標法〔新版〕上巻』（青林書院、2005 年）89 頁〔網野誠〕。 
263 小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説〔第 2版〕』（青林書院、2013 年）29 頁。 
264 「について」を後者の意味（識別性説）に解した上で、その趣旨を文言上明確にするために法改正を行うとの考え方

も成り立ち得なくはないと思われるが、その場合には法改正を行う必要性の説明が、より一層困難になると考えられる。 
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る。さらに、商標の具体的客観的識別性の中には、大きく分ければ、商標の構成それ自体

に帰因する要素（現行商標法第 3条及び第 26 条 1 項 2 号～4号の対象となる識別性）と、

商標の具体的な使用態様に帰因する要素（現行商標法第 26 条 1 項 6 号の対象となる識別

性）とが存在すると考えられるところ、双方の要素に考慮した要件とするか、いずれか

の要素に限定した要件とするのかによっても異なる。 

 以下では、特許庁の商標制度小委員会における整理265も参考にしてピックアップした、

幾つかの案を検討する。 

 

（1） 主観的識別性266 

 

ア 内容 

 

 客観的な要件ではなく、使用者の主観的な要件として識別性を規定する案である。

例えば、次のように、使用者が
、、、、

自他の商品等を識別する目的で
、、、

用いるものであること

を商標の要件とすることが考えられる。 

 

【条文イメージ267】 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、

文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定める

もの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする

ものであつて、その者268の業務に係る商品であることを需要者が認識269することがで

きるようにする目的で使用をするもの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものであ

つて、その者の業務に係る役務であることを需要者が認識することができるように

する目的で使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） 

                         
265 平成 24 年 5 月 28 日産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回商標制度小委員会「資料 1 新しいタイプの商標の保護

の導入に伴う『商標』の定義の見直し等について」13 頁以下。 
266 米国その他の多くの国が、主観的識別性を規定しているとされる。 
267 飽くまで検討のための叩き台として条文イメージを作成したが、実際には用例を精査した上で、法令全体のバランス

等をも踏まえた上で、文言を確定する必要がある。 
268 使用者の主観的要件とする場合、何人かの業務に係る商品役務であるとの認識に留まらず、具体的な出所（出所が使

用者自身である旨）まで認識させる目的があることが通常ではないかと思われるため、その点を要件に反映した。 
269 「区別」「識別」ではなく「認識」の用語を使用するべきだと考えられる。昭和 34 年法の制定の際には、主観的識別

性を導入すべきか否かについて、「当該商品が自己の業務に係る商品であることを表示し、その商品と他人の業務に

係る商品とを区別するために使用するものをいう。」との文言を追加することが議論されたようである。しかしなが

ら、現行商標法では「区別」「識別」ではなく「認識」の用語が使用されているところ、同一の意味を示す法律文言は

極力同一の文言で規定すべきと考えられるからである。 
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 この定義によれば、客観的には
、、、、、

自他の商品等を識別する能力を有しないマークであ

っても、使用者自身が
、、、、、、

自他の商品等を識別する目的で用いている場合には、「商標」に

該当することになる。 

 例えば、ある商品の製造者が、当該商品について慣用されている名称を、自己の製造

する商品に付したとしても、一般の需要者は、その名称をもって当該製造者の商品で

あると認識することは困難である。しかしながら、当該製造者（標章の使用者）自身が
、、、、、、、、、、、、、、、、

、

当該名称により自己の商品だと認識できると考えているのであれば、そのような認識

をさせる目的で付した名称は「商標」に該当する。そして当該製造者による名称を付す

行為は、「商標」の使用行為に該当する（事例 1）。 

 

 他方で、客観的には
、、、、、

自他の商品等を識別する能力を有するマークであっても、使用
、、

者自身が
、、、、

自他の商品等を識別する目的で用いない場合には、「商標」に該当しないこと

になる。 

 例えば、全国的に著名で識別力のあるロゴを、一般の需要者から見ればその出所を

識別できるような態様で商品に付した場合であっても、直ちに商標の使用行為に該当

するわけではない。当該ロゴの使用者としては
、、、、、、、、、、、、

、当該ロゴによって自他商品役務を識

別する目的はなく、例えばデザインの一部とする目的で使用したのであれば、当該ロ

ゴは「商標」には該当しない。当該ロゴの使用者によるロゴを付す行為は、「商標」の

使用行為に該当しない（事例 2）。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 このように定義した場合、商標に該当するか否かが、商標の使用者の主観面に左右

されることになる。商標法のうち「商標」を要件又は効果としている規定それぞれにつ

いて、各場面における使用者の主観面を考慮するべきか否かを検討する必要がある。

その際に、使用者の主観面を考慮すべきでない規定がある場合は、その要件又は効果

を「標章」と置き換えることで足りるか、又は現行法における商標（識別性のない商標）

に相当する概念を別途用意する必要があるかを検討しなければならない。 

 

 例えば、事例 2について、ロゴの使用者が主観面（意匠的使用の目的）の主張に成功

した場合、客観的に見れば識別力のある使用態様であっても、商標権侵害でない（「商

標」の使用に該当しない）との結論になると考えられるが、それが妥当でないと考える
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場合には270、商標法第 37 条（みなし侵害）の「商標の使用」要件を、修正する必要が

あると考えられる。 

 これを単純に「標章の使用」と置き換えた場合は、使用者の要件（「業」要件等）が

存在しなくなるため、例えば反復継続しない個人的な行為であっても、商標権侵害に

該当することになると考えられる。商標権侵害は刑事罰の対象でもあるところ（商標

法第 78 条）、このような個人的又は家庭内での使用にまで刑事罰を及ぼすことは、妥

当でないと考えられる。そうだとすれば、商標法第 37 条の「商標の使用」を修正する

場合には、結局のところ、現行法の「商標」の定義に相当する概念（識別性のない商標）

を用意して、それを用いて規定する（「『識別性のない商標』の使用」）ことが必要にな

るように思われる。 

 

 また、例えば、現行法上、商標登録の要件として「商標」に該当することが要求され

ているところ（商標法第 3 条 1 項柱書）、「商標」の定義に主観的識別性を追加した場

合は、商標登録出願の審査段階で、当該商標が主観的識別性の要件を満たすかを判断

することになると思われる。出願審査の対象たる商標について、いつの時点の（査定時

で良いか）、誰の主観について（出願人で良いか）判断するべきか、また、そもそもそ

のような審査をすることが妥当かを検討する必要がある。 

 なお、現行法上の識別性に関連する登録要件（商標法第 3条 1項各号及び 2項）は、

いずれも客観的な要件として規定されているため、主観的識別性の要件と併存させる

こと自体は可能だと思われる。 

 

（2） 具体的客観的識別性（使用態様型） 

 

ア 内容 

 

 客観的な要件として識別性を規定する案のうち、具体的な商品役務との関係におい

て自他商品役務を識別できること（具体的客観的識別性）を要件とする案である。 

 前述のとおり、商標の具体的客観的識別性の中には、商標の構成それ自体に帰因す

る要素と、商標の具体的な使用態様に帰因する要素とが存在すると考えられるが、ま

ずは、その双方の要素に考慮した要件
、、、、、、、、、、、、

とする案が考えられる。 

 例えば、次のように、当該標章が現に使用されている態様で、何人かの業務に係る商

                         
270 江口俊夫「商標法第 2 条の定義規定に対する疑問―主観的要件の必要性―」工業所有権法研究 56 巻 3 号 10 頁（1978

年）は、「イ号商標（使用中の未登録商標）が商標権を侵害するかどうかを判断するに際しては、･･･文字、図形、記号

を表示している者が、果して、自他商品を識別しようとした主観的意図（主観的要件）を有していたかどうかを判断する

ことが絶対に必要である」と述べることから、このような結論を是認する趣旨だと考えられるが、その理由は具体的に

述べられていない。 
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品役務であると認識できることを商標の要件とすることが考えられる。 

 

【条文イメージ】 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、

文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定める

もの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする

ものであつて、その商品が何人かの業務に係る商品であることを需要者が認識する

ことができる態様により使用をするもの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものであ

つて、その役務が何人かの業務に係る役務であることを需要者が認識することがで

きる態様により使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） 

 

 この定義によれば、客観的には自他の商品等を識別する能力を有するマークであっ

ても、自他の商品等を識別することのできない使用態様で
、、、、、

用いられている場合には、

「商標」に該当しないことになる。 

 例えば、全国的に著名で識別力のあるロゴを、その出所を識別できるような態様で

商品に付した場合には、そのロゴは「商標」に該当する。他方で、同じロゴであっても、

その付された位置や周囲のデザイン又は表示との関係などを考慮すれば、単なるデザ

インとしか認識されない場合など、その出所を識別できるような態様で商品に付され

ていない場合には、その具体的な使用態様との関係では「商標」に該当しない（事例 3）。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 このように定義した場合、商標は使用態様の要素が常に考慮される概念となり、商

標に該当するか否かは、具体的な使用態様によって左右されることになる。具体的な

使用態様を想定できない規定において「商標」の文言が用いられている場合は、別の文

言、例えば「標章」や、現行法の「商標」の定義に相当する概念（識別性のない商標）

に置き換えることを検討しなければならない。 

 

 例えば、商標の登録要件における「商標」については、そもそも具体的な使用態様を

想定することができないと思われる。現行法上の商標出願は具体的な使用態様を限定
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して出願されるものではないし271、他方で願書上の記載自体が具体的な使用態様であ

ると捉えることも不適当である。そのため、出願審査の場面における「商標」は、全て

別の文言に置き換える必要があると考えられる。 

 仮に「標章」に置き換えるのだとすれば、商標法第 3 条は「標章登録の要件」とな

る。「標章」について審査を受けて登録をするのであるから、「登録商標」も「登録標章」

となるのが自然である。しかしながら、そうなった場合、なにゆえ「登録標章
、、

」から「商
、

標
、
権」が発生するのかの説明が難しくなると思われ、少なくとも商標法第 25 条（商標

権の効力）は全面的に修正する必要が生じると思われる（「登録標章の使用をする権利」

では正しい効力範囲にならない。）。 

 

 また、事例 3は、現行法上は、商標法第 26 条 1 項 6 号が適用されて商標権の効力が

及ばないと解される事案である。上記のような改正を行った場合は、そもそも商標権

の排他権の範囲を規律する「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しないので、商標法

第 26 条 1 項 6 号の適用をまたず、商標権侵害に該当しないこととなり、その結論自体

は同じである。しかしながら、そもそも「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しない

ということになると、商標法第 26 条 1 項 6 号の主張立証責任を変更することになる可

能性があるため、そのような変更が妥当かを検討する必要がある。仮にそれが妥当で

ないと考える場合には、主張立証責任を変更しない文言の規定が可能かどうかを検討

するか、又は商標法第 37 条（みなし侵害）の「商標の使用」要件を修正する（例えば

「『識別性のない商標』の使用」とする）必要があると考えられる。いずれにせよ、裁

判実務に対する影響を考慮すると、識別性の要件を商標権侵害訴訟における請求原因

事実とするのが望ましいか、抗弁事実とするのが望ましいかをあらかじめ検討してお

く必要があり、その結論を踏まえた上で、「商標」の定義規定の文言を決定する必要が

あると思われる。 

 

（3） 具体的客観的識別性（構成型） 

 

ア 内容 

 

 具体的な商品役務との関係において自他商品役務を識別できること（具体的客観的

識別性）を要件とする別の案として、商標の具体的な使用態様は考慮せずに、商標の構
、、、、

成それ自体
、、、、、

に識別力があることを商標の要件とすることが考えられる。 

 例えば次のように、当該標章が現に使用されている態様は考慮せず、すなわち当該

                         
271 なお、位置商標については、実質的に見れば使用態様を限定した商標にすぎないと捉える考え方もあり得よう。もっ

とも、位置商標のみに認められた特則が存在するわけではないので、ここでの議論に変わりはないと思われる。 
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標章を一定の態様により使用した場合には、客観的に自他の商品等を識別することが

できるものであることを商標の要件とすることが考えられる。 

 

【条文イメージ】 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、

文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定める

もの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする

ものであつて、その商品が何人かの業務に係る商品であることを需要者が認識する

ことができる態様272により使用をすることができるもの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものであ

つて、その役務が何人かの業務に係る役務であることを需要者が認識することがで

きる態様により使用をすることができるもの（前号に掲げるものを除く。） 

 

 この定義によれば、具体的な商品役務（自己の商品役務）との関係で、他人の商品役

務と識別できる態様で使用することができないもの、すなわち、いか
、、

なる態様で使用
、、、、、、、

しても自他の商品役務を識別できないもの
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

である場合には、「商標」に該当しないこと

になる。 

 例えば、商品の原産地を普通に用いられる方法で表示する標章（商標法第 3 条 1 項

3 号参照）は、使用をされた結果として識別力を獲得した場合（商標法第 3 条 2 項参

照）でなければ、いかなる態様273で使用しても、需要者がそれによって商品を識別する

ことはできないと考えられる。そのような標章は「商標」には該当しない。 

 他方で、商品の原産地を普通に用いられる方法で表示する標章であっても、使用を

された結果として識別力を獲得した場合には、その使用態様によっては需要者がそれ

によって商品を識別することができるから、そのような標章は「商標」に該当する。 

 

                         
272 商標の構成それ自体の識別性のみを問題としているのであるから、単に「･･･需要者が認識することができるもの」と

するなど、「態様」の文言を用いない定義とすることも考えられる。昭和 34 年法の制定の際にも、「当該商品が自己の

業務に係る商品であることを表示し、その商品と他人の業務に係る商品とを区別することができるものをいう。」との

文言を追加することが議論されたようである。 

しかしながら、商標の識別力の有無は、商標の構成それ自体のみならず、具体的な使用態様の影響も受けるものだとす

れば、このような文言にした場合、①現在の使用態様の場合は認識できるという意味なのか、②一定の使用態様の場合

は認識できるという意味なのか、③いかなる使用態様であっても認識できるという意味なのかが一義的に明らかでない

ように思われる。そのため、ここでは「態様」の文言を用いた定義の案を作成することにした。 
273 字体の変更等は商標そのものの変更であるため「態様」の文言には含まれないとの解釈を前提にしている。 
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イ 改正の影響及び課題 

 

 このように定義した場合、商標法第 3条 1項各号及び 2項を総括する要件が「商標」

の定義に含まれることになるため、商標法第 3 条の根本的な修正を行うことを検討す

る必要がある。すなわち、現行法上、商標登録の要件として「商標」に該当することが

要求されているところ（商標法第 3 条 1 項柱書）、「商標」の定義に客観的識別性を追

加した場合は、「商標」の該当性と商標法第 3条 1項各号及び 2項とで判断する対象が

重複することになる。そのため、両要件について、どのような棲み分けにするのかを具

体的に確定しておく必要がある。もっとも、実務への影響を考えると、現行商標法第 3

条 1項各号を全て削除するという選択肢は採り得ないものと考えられる。 

 

 また、商標法第 26 条 1 項 2～4 号と「商標」の定義規定についても要件が重複する

ことから、調整を検討する必要がある。すなわち、現行法上、商標権の効力は、指定商

品に類似する商品の原産地を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないとさ

れている（商標法第 26 条 1 項 2 号）。しかしながら、上記の新たな定義のもとでは、

そもそも商品の原産地を普通に用いられる方法で表示する標章は、（使用をされた結果

として識別力を獲得した場合でなければ）「商標」に該当しない。そうすると、商標権

の排他権の範囲を規律する「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しないので、商標法

第 26 条 1 項 2 号の適用をまたず、商標権侵害に該当しないこととなる。極論すれば商

標法第 26 条 1 項 2 号は削除することも考えられるが、上記商標法第 3条に関する議論

と同様に、実務への影響を考えると、その全てを削除するという選択肢は採り得ず、さ

らには商標法第 3条との平仄も考慮する必要があると思われる。 

 また、そもそも「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しないということになると、

商標法第26条1項2号～4号の主張立証責任を変更することになる可能性があるため、

そのような変更が妥当かを検討する必要がある。仮にそれが妥当でないと考える場合

には、主張立証責任を変更しない文言の規定が可能かどうかを検討するか、又は商標

法第 37 条（みなし侵害）の「商標の使用」要件を修正する（例えば「『識別性のない商

標』の使用」とする）必要があると考えられる。 

 他方、商標法第 26 条 1 項 6 号については、具体的な使用態様に由来する識別性に関

する規定であり、商標の構成それ自体の識別性とは別のものだと整理して、そのまま

残存させることも一応は可能であると考えられる。もっとも、そのような整理にした

場合、具体的な使用態様に由来する識別性と、商標の構成それ自体の識別性とで、主張

立証責任の所在が異なるという結論になる可能性があり、そのような結論で良いかは

検討する必要がある。いずれにせよ、裁判実務に対する影響を考慮すると、識別性の要

件を商標権侵害訴訟における請求原因事実とするのが望ましいか、抗弁事実とするの
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が望ましいかをあらかじめ検討しておく必要があり、その結論を踏まえた上で、「商標」

の定義規定の文言を決定する必要があると思われる。 

 

（4） 抽象的客観的識別性（「商標」の要件型） 

 

ア 内容 

 

 客観的な要件として識別性を規定する案のうち、使用者の具体的な商品役務に関わ

らず、何らかの商品役務との関係で客観的に識別性があること（抽象的客観的識別性）

を要件とする案である。 

 

【条文イメージ】 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるものものの

うち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で

定めるもの（以下「標章」という。）であつて、かつ、需要者が何人かの業務に係る商

品又は役務であることを認識することができる態様により使用することができるもの

のうち、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする

もの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前

号に掲げるものを除く。） 

 

 この定義によれば、何らかの商品役務との関係で自他の商品役務を識別できる態様

で使用することができないもの、すなわち、いかなる商品役務との関係でも類型的に
、、、、

識別力を有し得ないもの
、、、、、、、、、、、

である場合には、「商標」に該当しないことになる。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 まず、そもそも抽象的客観的識別性を有しない標章が果たして存在するのかが問題

となる。 

 ドイツでは、抽象的識別性が欠如する場面は非常に限られており、「長い詩などの非

常に複雑なもの」や、「単なる点や直線などの非常に単純なもの」が、その例だと考え

られているようである。しかしながら、これらについても、特定の商品役務との関係で

は識別性を有する可能性がある
、、、、、、

ことを完全には
、、、、

否定できないように思われる。 
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 例えば、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であっても（商標法

第 3条 1項 5号）、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品役務であること

を認識することができるようになることはあり得る（商標法第 3 条 2 号）と言わざる

を得ない。これに関連して、商品役務の慣用商標について言えば、使用をされた結果、

需要者が何人かの業務に係る商品役務であることを認識することはないものと考えら

れているが（商標法第 3条 2項参照）、慣用された商品役務ではなく、別の商品役務と

の関係では、識別性を有する可能性があると言わざるを得ない。「長い詩などの非常に

複雑なもの」についても、もちろん人の認識能力には限度があるとしても、その長大さ

及び複雑性を根拠として、定型的に
、、、、

識別性を有し得ない
、、、、、

とまで言い切るのは困難では

ないかと思われる。 

 仮に抽象的客観的識別性を有しない標章を具体的に例示することができないのであ

れば、「商標」の定義に当該限定要件を追加する必要性（すなわち、一定の標章を「商

標」の定義から除外しなければならない理由）を説明することが困難になる。 

 なお、抽象的客観的識別性を有しないものの具体例として、そもそも「標章」にすら

該当しないもの（例えば「風の向き」など）を挙げることも考えられるが、その場合は

「標章」の要件として追加するほうが合理的だと考えられる（後記（5）参照）。 

 

 上記のとおり、抽象的客観的識別性の概念については、その外縁を具体例から演繹

的に定義する方法を採用し得ないこともあって、同要件を法文上で正確に表現するこ

とが困難だという問題もある。特に現行法の「商標」の定義には「使用者の要件」及び

「使用の対象の要件」が既に含まれていることもあって、そのまま読めば当該使用の

対象たる使用者の具体的な商品役務を内包した概念だと解釈される恐れがあると思わ

れ、「具体的な商品役務でなく、何らかの商品役務との関係での識別性」を文言上で正

確に表現することが難しい274。なお、当然のことながら、「商標」の定義は、刑事罰が

成立する範囲を画するものであることから、明確なものでなければならず、この点を

裁判所による解釈に委ねるということはできない。 

 

（5） 抽象的客観的識別性（「標章」の要件型） 

 

ア 内容 

 

 使用者の具体的な商品役務に関わらず、何らかの商品役務との関係で客観的に識別

性があること（抽象的客観的識別性）を要件とする別の案として、「商標」の要件のう

                         
274 なお、抽象的客観的識別性が規定されている EU・イギリス・ドイツの「商標」の定義には、使用者の要件は規定され

ていない。 
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ち、「標章」の要件として規定することが考えられる。 

 現行法の「商標」の定義規定における政令委任には、「人の知覚によつて認識するこ

とができるもの」との限定要件が存在しているところ、例えばこれに代わる275限定要件

として、識別性の要件を追加することが考えられる。 

 

【条文イメージ】 

（定義等） 

第二条 この法律で「商標」とは、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるこ

とを認識することができる態様により使用することができるもののうち、文字、図形、

記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下

「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。 

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする

もの 

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前

号に掲げるものを除く。） 

 

 この定義によれば、何らかの商品役務との関係で自他の商品役務を識別できる態様

で使用することができないもの、すなわち、いかなる商品役務との関係でも類型的に
、、、、

識別力を有し得ないもの
、、、、、、、、、、、

である場合には、「標章」に該当しないことになる。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 そもそも、一般に人の知覚によって認識できるものの中で、類型的に
、、、、

識別力を有し

得ない
、、、

ものが存在するのかが問題となる。現代社会において商標として使用されてい

るとは考え難いもの、例えば「室温」等であっても、将来的には商標として使用される

ことがある可能性も否定はできない。そうだとすれば「室温」は、類型的に
、、、、

識別力を有

し得ない
、、、

とは言えない。 

 もっとも、人の知覚によって認識できるものの中でも、そのバリエーションが極め

て少ないものについては、類型的に識別力を有し得ないものがあり得るようにも思わ

れる。例えば「風の向き」は、人の知覚によって認識できるが、細かい向きの差異を人

の知覚によって認識することには限度がある。そうすると「風の向き」の選択の幅は極

めて狭いといえ、そのため自他商品役務を識別する機能を有し得ないと言えるのであ

れば、それは類型的に
、、、、

識別力を有し得ない
、、、

例ということができる。この場合、そもそも

                         
275 「人の知覚によつて認識することができるもの」の要件を、識別性と並列関係にある限定要件として残しておくこと

も考えられる。 
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「風の向き」のようなものを、わざわざ法改正をしてまで政令委任から除外すること

の必要性を説明できるかが問題となる。 

 

（6） 商標法の目的規定の改正 

 

ア 内容 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加することの主な目的が、国際調和の観点や、分か

りづらい条文による誤った法律解釈の防止にあるのならば、「商標」の定義規定の改正

によるのではなく、商標法全体の解釈上の指針を示す目的規定に識別性を追加すると

いう方法も考えられる。 

 

【条文イメージ】 

（目的） 

第一条 この法律は、自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務

とを区別することができる表示を商標として保護することにより、商標の使用をする

者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益

を保護することを目的とする。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 目的規定の改正に併せて商標法上の他の規定を修正する必要はない。その意味で、

上記の中では現行法及び実務に対する影響が も小さい案だと言える。 

 もっとも、法律の目的規定を改正するためには相応の立法事実が求められるものと

思われるため、この案を採る場合には、今一度、識別性を追加することの目的及び必要

性を精査しておく必要があると思われる。 

 また、特許法、実用新案法、意匠法では、発明や意匠の性質について規定されておら

ず、産業財産権四法の横並びが崩れることにも留意する必要がある。 

 

第 2 【参考】他の条文及び法律への影響について 

 

 以下では、前記第 1で述べた観点をもとに、「商標」の定義規定に識別性を追加する場

合の影響が問題となる条文について、幾つかピックアップして検討する。 

 もっとも前記のとおり、追加する識別性の規定文言如何によって、影響の及ぶ範囲は

変わり得るものであるから、本来であれば追加する識別性の規定文言それぞれについて
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場合を分けて、各条文ごとに照らし併せて検討すべきものである。本稿では紙幅の関係

から、考えられる影響の概略
、、

を紹介するに留める。 

 

1 商標法の他の条文への影響について 

 

（1） 使用の定義（第 2条 3項） 

 

ア 現行法の規定 

 

（定義等） 

第二条 （略） 

３ この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 

二～十 （略） 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「使用」の定義規定に「商標」の文言は用いられておらず、「標章」の文言が用いら

れているため、「商標」の定義に識別性を追加した場合でも、「使用」の定義自体には直

接的な影響は及ぼさない。「商標」の定義に識別性を追加することに伴って「標章」の

定義に修正を加える場合には（抽象的客観的識別性（「標章」の要件型））、その影響を

検討する必要があるが、基本的には形式的な修正にとどまると考えられる。 

 この「使用」に関して、いわゆる「商標的使用」であることまで主張することが必要

であるかどうかは、「使用」（又は「商標の使用」）の解釈によるものであって、「商標」

の定義の記載によって必ずしも直ちに影響を受けるものではないものと考えられる。 

 

（2） 登録商標の定義（第 2条 5項）及び商標権の効力（第 25 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（定義等） 

第二条 （略） 

５ この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。 
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（商標権の効力） 

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、

その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専

有する範囲については、この限りでない。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 現行法上、登録商標とは、商標登録を受けている「商標」をいう（第 2条 5項）。そ

して商標権者は、「登録商標」の使用をする権利を専有する（第 25 条）。つまり、商標

権者は、商標登録を受けている「商標」の使用をする権利を専有する。「商標」の定義

規定に識別性を追加した場合、商標権のうち専有権の範囲が、識別性を有する商標の

使用に限定されると解される可能性がある。 

 登録商標の保有者側から見れば、自らが保有する登録商標を使用する場合であって

も、必ずしも専有権の範囲に含まれるとは限られないことになる。他人の商標権を侵

害しないものと安心して
、、、、

登録商標を使用できる範囲が、識別性を有する使用行為に限

定されることになる。もっとも、識別力を有しない使用行為は、そもそも他人の商標の

使用にもならないことが通常であると考えられる。 

 商標の使用者側から見れば、識別性を有しない商標の使用行為は、「商標」の使用に

該当しないこととなるので、商標権の専有権の侵害行為に該当しないと解釈される可

能性がある。商標法第 6 条 1 項 6 号が空振り規定になる可能性があり、条文の適用関

係について整理する必要がある。あわせて、主張立証責任が原告にあると解される可

能性があるため、主張立証責任の所在についても検討する必要がある。 

 

（3） 商標登録の要件（第 3条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（商標登録の要件） 

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商

標登録を受けることができる。 

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

二 その商品又は役務について慣用されている商標 

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一

項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若し
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くは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若し

くは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること

ができない商標 

２ 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係

る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登

録を受けることができる。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、商標法第 3 条 1 項各号及び 2 項を総

括する要件が「商標」の定義に含まれることになるため、商標法第 3 条の根本的な修

正を行うことを検討する必要がある。すなわち、現行法上、商標登録の要件として「商

標」に該当することが要求されているところ（商標法第 3 条 1 項柱書）、「商標」の定

義に客観的識別性を追加した場合は、「商標」の該当性と商標法第 3 条 1 項各号及び 2

項とで判断する対象が重複することになる。そのため、両要件について、どのような棲

み分けにするのかを具体的に確定しておく必要がある。 

 

 例えば、商標法第 3 条 1 項の単純な修正案としては、同項各号の内容はいずれも識

別性がない例であり、いずれも「商標」には該当しないことから、同項各号を「～され

ている標章」「～からなる標章」と修正することが考えられる。しかしながら、同項柱

書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」の要件は識別性を有

するものに限られるため、「次に掲げる標章」にはそもそも該当しない。そうすると「次

に掲げる標章を除き
、、

」とする条文構造に適合しないことになる。商標法第 3 条の構造

自体を根本的に修正する必要がある。 

 

 根本的な修正を行う方法のひとつとして、商標法第 3 条 1 項各号は、商標法第２条

１項の識別性の具体例だという条文構造にすることが考えられる。そのような修正を

行う際に特に問題となると思われる点のひとつが、商標法第 3 条 1 項 3 号の独占適応

性の趣旨である。同号について識別性とは異なる趣旨を含む登録要件だと解するので

あれば、商標法第 2 条 1 項の単なる具体例であるとの位置付けとすることはできない

ように思われる。 
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 以上とは異なり、識別性を「抽象的客観的識別性」の趣旨で追加した場合には、登録

要件の根本的な修正を行わずに済む可能性がある。もっとも、「抽象的客観的識別性」

自体の課題については、前記のとおりである。 

 

（4） 商標登録の要件（第 4条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（商標登録を受けることができない商標） 

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 

一～十九 （略） 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の用語は使用されているが、商標法第 3 条を登録要件として維持するので

あれば、そもそも識別性を有しないとして「商標」に該当しないものは、第 4条の該当

性を検討する以前に、第 3 条に該当しないことになる。商標法第 3 条との関係や形式

的な文言修正の必要性を除けば、商標法第 4 条に特有の大きな検討課題は特に存在し

ないように思われる。 

 

（5） 商標登録出願（第 5条、第 5条の 2）及び登録商標の範囲（第 27 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（商標登録出願） 

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁

長官に提出しなければならない。 

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 商標登録を受けようとする商標 

三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 

2～6 （略） 

 

（出願の日の認定等） 

第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願
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書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 

一・二 （略） 

三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 

四 （略） 

 

（登録商標等の範囲） 

第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、願書に記載する商標も、識別力を有す

るものでなければならない。願書に記載したものが識別力を有しない標章である場合

には、願書の必要的記載事項（第 5 条 1 項 2 号）の不備になり、出願日認定がされず

（第 5条の 2第 1項 3号）、さらには登録を受けた場合でも、登録商標の範囲が定まら

ない（第 27 条）ことになる。以上のような結論を避けるために、願書に記載する対象

を「標章」に修正すべきかを検討する必要がある。 

 

（6） 商標権の効力が及ばない範囲（第 26 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（商標権の効力が及ばない範囲） 

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばな

い。 

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの

著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、

形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類

似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若し

くは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効

能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似

する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若

しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 
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四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商

標 

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること

ができる態様により使用されていない商標 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、商標法第 26 条 1 項 2～4 号と「商標」

の定義規定の要件が重複することから、調整を検討する必要がある。例えば、商品の原

産地を普通に用いられる方法で表示する標章（第 26 条 1 項 2 号）は、（使用をされた

結果として識別力を獲得した場合でなければ）「商標」に該当しないこととなる。そう

すると、商標権の排他権の範囲を規律する「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しな

いので、商標法第 26条 1項 2号の適用をまたず、商標権侵害に該当しないこととなる。

その場合、商標法第 26 条 1 項 2 号～4 号の主張立証責任を変更することになる可能性

があるため、そのような変更が妥当かを検討する必要がある。もっとも、商標法第 26

条 1 項 3 号の独占適応性の観点を考慮すれば、同 2～4号を完全に削除することはでき

ないものと思われる。 

 他方で、商標法第 26 条 1 項 6 号については、具体的な使用態様に由来する識別性に

関する規定であるところ、追加する識別性の具体的内容によっては、「商標」の定義規

定の要件との重複が生じないものと整理することも可能だと思われる。 

 

（7） 侵害とみなす行為（第 37 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（侵害とみなす行為） 

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役

務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 

二～八 （略） 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、識別力のない標章の使用行為は、みな
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し侵害の要件である「商標の使用」（商標法第 37 条）に該当しないため、商標権侵害に

該当しないこととなる。 

 現行法上、商標法第 26 条 1 項 2～4 号・6 号により商標権の効力が及ばないと解され

る事案についても、これらを適用するまでもなく商標権侵害に該当しないこととなる

可能性がある。商標権侵害の主張立証責任が変更される可能性があるから、識別性の

要件を商標権侵害訴訟における請求原因事実とするのが望ましいか、抗弁事実とする

のが望ましいかを検討しておく必要がある。 

 

（8） 不使用取消審判（第 50 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（商標登録の取消しの審判） 

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各

指定商品又は指定役務についての登録商標（…当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む

…）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことに

ついて審判を請求することができる。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、識別力のない標章の使用行為は、不使

用取消の要件である「登録商標…の使用」に該当しないと解される可能性がある。そも

そも現行法においても、不使用取消の要件としての商標の使用が、商標的使用に限ら

れるべきかどうかについて争いがあるところ、不使用取消の要件である「登録商標…

の使用」に識別力のない標章の使用行為を含むと解するべきか否か、あらかじめ検討

の上で確定する必要がある。 

 

（9） 不正使用取消審判（第 51 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は

指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商

標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を
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生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 前記不使用取消審判（第 50 条）における議論と同様、識別力のない標章の使用行為

が不正使用取消の要件である「商標…の使用」に該当すると解するべきか否か、あらか

じめ検討しておく必要がある。他の取消審判（第 50 条・第 53 条・第 53 条の 2）と必

ずしも同様に扱うべきとは限らないため、条文ごとに個別に検討が必要である。 

 

（10） 防護標章（第 64 条・第 67 条） 

 

ア 現行法の規定 

 

（防護標章登録の要件） 

第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者

の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の

商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品

又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又

は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 

２・３ （略） 

 

（侵害とみなす行為） 

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 

一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 

二～七 （略） 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 防護標章登録の要件には、「登録商標」の文言が用いられているものの、登録の対象

となっているのは「同一の標章」であるため、「商標」の定義に識別性を追加した場合

でも、防護標章登録の要件自体には大きな影響は及ばないと考えられる。 

 また、登録防護標章のみなし侵害の要件も、「登録防護標章の使用」の文言が用いら

れているため、「商標」の定義に識別性を追加した場合でも、登録防護標章のみなし侵

害の要件自体にも大きな影響は及ばないと考えられる。 

 そうすると一見、何らの検討すべき課題もないように見えるが、登録商標のみなし
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侵害（第 37 条）に関する条文の適用関係と異なる点が問題となる。つまり、「商標」の

定義に識別性が追加された場合には、識別性を有しない標章の使用は、①「商標の使

用」に該当しないから、登録商標のみなし侵害の要件には該当しないため、商標権侵害

にならないが、②識別性を有しない標章の使用は、登録防護標章のみなし侵害の要件

に該当するものの、商標法第 68 条 3 項で準用される第 26 条 1 項 6 号の対象となるか

ら商標権侵害とならない、として規定の適用関係が分かれる可能性がある。 

 つまり、商標法第 26 条 1 項 6 号の修正を行い、又は商標権侵害の主張立証責任を検

討する際には、登録防護標章のみなし侵害の場合の規定の適用関係及び主張立証責任

との平仄をも念頭に置く必要がある。 

 

2 他の法律への影響について 

 

（1）総 説 

 

 法令データ提供システム276の検索結果によれば、「商標」の用語を含む法令は、法律 87

件、政令 55 件、府令・省令 84 件である（平成 28 年 10 月時点）。これらのうち、「商標」

の定義に関係する文言が含まれる条文について、識別性の追加によって影響を受けるか

どうかを検討する必要がある。紙幅の関係上、以下では幾つかピックアップした内容に

限定して検討する。 

 

（2） 不正競争防止法第 2条 1項 1号 

 

ア 現行法の規定 

 

（定義） 

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 

一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商

品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若

しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若

しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商

品又は営業と混同を生じさせる行為 

二～十六 （略） 

２ この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。 

                         
276 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 
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イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、不正競争防止法上の「商品等表示」の定

義の 1 要件である「商標」が識別性を有するものに限定される。もっとも、商品等表示

の定義には「標章」が含まれるため、識別性を有しない商標は、いずれにせよ「標章」と

して「商品等表示」に含まれることとなる。 

 他方、「標章」の定義規定に識別性を追加した場合（抽象的客観的識別性（「標章」の要

件型））、修正後の「標章」に含まれないものは、「その他の商品又は営業を表示するもの」

に含まれなければ「商品等表示」に該当しないことになるが、そもそも修正後の「標章」

に含まれないもの（類型的に識別性を有し得ないもの）が「商品等表示」に含まれないと

しても実務的に何らの影響を与えるものではないと考えられる。 

 以上からすれば、「商標」の定義規定に識別性を追加することによって不正競争防止法

第 2条 1項 1号に大きな影響を与えるものではないと考えられる。 

 

（3） 不正競争防止法第 2条 1項 16 号 

 

ア 現行法の規定 

 

（定義） 

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 

一～十五 （略） 

十六 パリ条約…の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利

…を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であっ

た者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若

しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使

用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、

譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若し

くは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為 

２ この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、不正競争防止法第 2条 1項 16 号の「商

標…の使用」が識別性を有するものに限定される。すなわち、代理人による商標冒用行

為のうち識別力のない商標の使用は「不正競争」に該当しないこととなる。 



 

- 178 - 

 本条はパリ条約第 6 条の 7 第 2 項を担保するために導入された規定である。仮にパリ

条約第 6 条の 7 第 2 項の「商標を使用することを阻止する権利」が、識別力のない商標

の使用についても保護すべきとの趣旨を含むものであるとすれば、不正競争防止法第 2

条 1項 16 号の「商標…の使用」の文言を修正しなければ、パリ条約に違反する恐れがあ

る。 

 また、そもそも現行法上、不正競争防止法第 2条 1項 16 号の「商標…の使用」が識別

性を有する商標の使用に限定されると解すべきか否かについても検討する必要がある。 

 確かに、不正競争防止法第 19 条 1 項 1 号は「普通名称」及び「慣用」の場合の適用除

外を定めるのみであり、識別性の欠如に関する適用除外の定めはないことから、現行法

上「商標…の使用」は識別性を有する商標の使用に限定されないと解することもできる。

しかしながら、日本で正式に商標登録を得た場合に認められる商標権の排他権（識別力

のない商標の使用には及ばない）と比べて、パリ条約の同盟国において商標権に相当す

る権利を有する者の権利の排他権が広い（識別力のない商標の使用に及ぶ）ということ

ではバランスを失するように思われる。したがって、現行法上、不正競争防止法第 2 条

1 項 16 号の「商標…の使用」は、識別性を有する商標の使用に限定されると解すべきと

思われる。 

 以上のように考えた場合には、「商標」の定義規定に識別性を追加することによって不

正競争防止法第 2条 1項 16 号に大きな影響を与えるものではないと考えられる。 

 

（4） 不正競争防止法第 16 条 

 

ア 現行法の規定 

 

（外国の国旗等の商業上の使用禁止） 

第十六条 何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの…と同

一若しくは類似のもの…を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲

渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じ

て提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、そ

の外国国旗等の使用の許可…を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、識別性を有しない外国国旗等の使用は、

不正競争防止法第 16 条に該当しないことになる。前記 3で不正競争防止法第 2条 1項 16

号について検討したのと同様、パリ条約との関係も問題となる。もっとも、同第 16 条 2
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項に「商品の原産地を誤認させるような方法」での外国紋章の使用が同条 1 項とは別に

規定されていることからすれば、同条１項における「商標として使用」は識別力を有す

る外国国旗等の使用に限られると解釈することができ、そう考えた場合には、「商標」の

定義規定に識別性を追加することによって不正競争防止法第 16 条に大きな影響を与え

るものではないと考えられる。 

 

（5） 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第 3条 

 

ア 現行法の規定 

 

（地理的表示） 

第三条 （略） 

２ 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分…に属する農林水

産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこ

れらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示を付してはならない。

ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 

一 （略） 

二 第六条の登録の日…前の商標登録出願に係る登録商標…に係る商標権者その他同法の規定により当

該登録商標の使用…をする権利を有する者が、その商標登録に係る指定商品又は指定役務…について

当該登録商標の使用をする場合 

三 登録の日前から商標法その他の法律の規定により商標の使用をする権利を有している者が、当該権

利に係る商品又は役務について当該権利に係る商標の使用をする場合（前号に掲げる場合を除く。） 

四・五 （略） 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、上記の「登録商標の使用」（地理的表示保

護法第 3条 2項 2号）及び「商標の使用」（同 3号）の要件を満たす使用行為は、識別性を

有する商標の使用行為でなければならないと解される可能性がある。そうすると、地理的

表示の登録の日より前に、商標登録出願を行い又は商標の使用権を有している場合であっ

ても、当該商標について識別力のない使用をする行為については、地理的表示法第 3 条 2

項違反を構成する可能性がある。そのような結論の可否と、そもそも現行法の解釈につい

て検討する必要がある。場合によっては、地理的表示に対して商標権が優先する範囲が縮

小する可能性がある。 
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（6） 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第 13 条 

 

ア 現行法の規定 

 

（登録の拒否） 

第十三条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録を拒否しなければならない。 

一～三 （略） 

四 申請農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 

イ 普通名称であるとき、その他当該申請農林水産物等について第二条第二項各号に掲げる事項を特

定することができない名称であるとき。 

ロ 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。 

（１） 申請農林水産物等又はこれに類似する商品に係る登録商標 

（２） 申請農林水産物等又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標 

 

イ 改正の影響及び課題 

 

 「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、上記の「登録商標」（地理的表示保護法第

13 条 1 項 4 号ロ）の要件を満たす商標は、識別性を有する商標でなければならないと解さ

れる可能性があるが、そもそも識別性を有しない商標は、原則として登録商標となること

がないため、実務上の大きな影響はないと思われる。 

 

（7） 種苗法第 4条 

 

ア 現行法の規定 

 

第四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種…の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受け

ることができない。 

一 一の出願品種につき一でないとき。 

二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のもので

あるとき。 

三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであ

るとき。 

四 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき（前二

号に掲げる場合を除く。）。 
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イ 改正の影響及び課題 

 

 前記地理的表示保護法第 13 条と同様に、上記の「登録商標」（種苗法第 4 条 1 項 2 号・

3 号）の要件を満たす商標は、識別性を有する商標でなければならないと解される可能性

があるが、実務上の大きな影響はないと思われる。なお、種苗法第 4 条 1 項 4 号の「識別

に関し混同を生ずる」との関係が問題になるが、いずれにせよ「前二号に掲げる場合を除

く」の文言により同号との関係性は切断されている。 

以 上 

 

～～～～～～～～～以上、杉村委員による考察資料の転載、終了～～～～～～～～～ 
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（３） 委員会での議論のまとめ 

 

委員からの主な意見は下記のとおりである。 

 

（ⅰ） 「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

委員からは、「商標」の定義に識別性を追加することについて積極的な意見が多かった。

特に、「抽象的識別性（特定の商品役務に関わらない何らかの商品役務の関係との関係で識

別性を有し得ること）」を追加することに肯定的な意見が多く、具体的識別性について積極

的な議論は行われなかった。一方で、抽象的識別性について、これがない場合とはどのよ

うなものであるのかを具体的に例示することができず、法文上で正確に表すことが困難で

はないかとの指摘もあった。 

なお、委員会では「主観的識別性（自他の商品役務を識別する目的で用いるという使用

者の意思があること）」「客観的識別性（商品役務との関係で客観的に自他商品役務の識

別性があること）」の観点からの議論は特に行われなかったため、本節に限って、「抽象

的（な）客観的識別性」の語ではなく、「抽象的識別性」の語を用いる。 

委員会における主な意見は以下のとおりである。 

 

① 積極的な意見277 

・識別性は商標の本質である。現在の第2条1項は商標の構成要素を並べているだけであっ

て、商標とは何かという定義にはなっていない。商標が保護に値するのは識別性がある

からにもかかわらず、実定法上の定義として「商標とは何か」について規定されていな

いのは適当ではない。 

・「商標」の定義に識別性を入れるとすれば、抽象的識別性が良い。一般的に受け入れやす

く、商標の保護の本質の観点や法律の改正の観点から一番混乱を避けることができる。

また、諸外国にも例がある。 

・「商標」の定義に識別力を入れて不都合が生じている国はなく、国際ハーモナイゼーショ

ンの観点からも「商標」の定義に識別性を追加すべきである。 

 

② 慎重な意見 

・実質的に大きな変更がなくとも、条文が変わるということは運用に影響を与える。商標

法を全面的に改正するのであれば、「商標」の定義に識別性を入れるべきであるが、現行

法を前提の構造で定義に識別性を追加することは、大きな混乱を招くのではないか。 

                         
277 資料Ⅱ-4「委員提出資料（商標定義）」 
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（ⅱ） 「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文等への影響について 

 

抽象的識別性の追加する場合の他の条文等への影響については、以下のような意見が

示された。 

・識別性を規定した「商標」の定義を設けて商標法の条文を変え、今まで築かれた議論を

やり直すという観点からやるべきものではない。抽象的識別性であれば、多数の条文を

変更する必要はない。実務上も混乱が少なくて良い。 

・例えば、第2条全体を捉え直して規定し直す必要があるが、商標的使用の要件を、定義の

識別性に入れるかどうかは議論の余地がある。 

・また、第3条は基本的には影響は及ばないが、第3条1項6号の文言に影響する可能性はあ

る。これまで、抽象的識別性がないものについても第3条1項6号、あるいは第26条1項6号

の問題として処理してきたものが、「商標」の定義に抽象的識別性が追加されると、抽象

的識別性がないものについては第3条1項6号ではなく、第3条1項柱書、あるいは第26条1

項6号の抗弁ではなく、侵害の要件として「商標」であることを主張立証しなければなら

なくなる。 

・第50条や第53条等は変える必要はない。しかし、第26条や第37条1号は、TRIPS第16条1項

との関係で改正が必要になると考える。 

・幾つかの条文の「商標」の部分が、「標章」などに変わると、実質的な変更がないにもか

かわらず条文の文言が変わることになり、運用への影響が懸念される。 
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７． まとめ 

 

（１） 「商標」の定義に識別性を追加する必要性について 

 

（ⅰ） 慎重な意見 

 

「商標」の定義に識別性を追加することについて、産業界を中心に慎重な意見が示され

た。商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記

載がないことによる問題を感じたことがないという意見が多数を占めた278。 

委員やヒアリングを行った学識経験者からは下記のような意見があった。 

 

「商標」の定義に識別性がないことによる不都合や実務上、問題となった具体的な事例

は生じていない。 

商標法を全面的に改正するのであれば、「商標」の定義に識別性を入れるべきであると考

えるが、実質的に大きな変更がなくとも、条文が変更されれば運用に影響を与えるといえ

る。そのため、現行法を前提の構造で、定義に識別性を追加することはかなり混乱を招く

のではないかと考える。特に「具体的客観的識別性（具体的な商品役務との関係において

自他商品役務を客観的に識別できること）」を入れた場合、相当数の条文を改正する必要が

生じ、従来の実務や学説が通用しなくなるおそれがある。これまで積み重ねてきた考え方

を無理に整理して混乱を生じるよりも、従来どおりの運用を続けた方が良いのではないか。 

裁判例への影響としては、これまで判断されてきた商取引の現場や商標権侵害訴訟、不

使用取消審判等における先例や裁判例と齟齬するおそれがあり、実務に少なからず混乱が

生じるのではないか。 

定義の規定ぶりが諸外国と異なるという国際ハーモナイゼーションの観点のみを、法律

改正の理由とするのは難しいと考える。例えば、特許の発明の定義は、欧米と比較すると、

日本特有のものであるが、国際ハーモナイゼーション上の不都合が指摘されることはない。

また、特許法第29条（新規性・進歩性）では発明の定義に入っていないので、むしろ四法

横並びが崩れるのではないかと考える。 

 

（ⅱ） 積極的な意見 

 

「商標」の定義に識別性を追加することについて、法曹界を中心に、国際ハーモナイゼ

ーションや法理論から「商標」の定義に識別性を入れるべきとの意見があった279。委員や

                         
278 関係団体ヒアリング調査の各団体の主な意見及び資料Ⅱ-2「関係団体ヒアリング調査（商標定義）」 
279 関係団体ヒアリング調査の各団体の主な意見及び資料Ⅱ-2「関係団体ヒアリング調査（商標定義）」 
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ヒアリングを行った学識経験者からは下記のような意見があった。 

 

「抽象的客観的識別性（使用者の具体的な商品役務に関わらず、何らかの商品役務との

関係で客観的に識別性があること）」を入れる場合、今まで築かれた議論をやり直すという

ことにはならないと考える。また、現行の裁判や取引実務では商標的使用の理論で対処さ

れているものが条文上整理されることになるので、確立された解釈を定義規定に盛り込む

ことについて、躊躇する理由はない。 

国際ハーモナイゼーションの観点から、現状の「商標」の定義では、日本の「商標」が

正しく理解されず誤解を与える可能性がある。「商標」の定義に識別力を入れて不都合が生

じている国はない。 

現行法の第2条1項は、商標の構成要素を並べているだけであり、商標とは何かという定

義にはなっていない。商標が保護に値するのは識別性があるからにもかかわらず、実定法

上の定義として「商標とは何か」について規定されていないのは適当ではないと考える。

また、他の知財三法の発明等の定義は本質を規定しているが、「商標」の定義は本質的規定

になっていない。第1条の「商標」の概念は識別性を含んだ「商標」と解されるが、「商標」

の定義に識別性がないことは、一貫性の観点からも問題と考える。 

国内外の様々な利用者、学習者にとって、商標とは何かを理解するのに役立ち、商標法

のよりよい理解につながる。また、事業部や経営層への説明がしやすくなり、社会通念上

の概念と一致することになる。 

 

（２） 識別性の追加についての考え方 

 

定義に識別性を追加することについてどのような立場であっても、「商標」の定義に識別

性を追加することにより、これまでの解釈・運用を大きく変更することは望ましくないと

いう点においては、共通の認識があった。その前提で、これまでの解釈、運用を大きく変

えない形で「商標」の定義に識別性を追加することが可能かという点では、立場によって

見解が分かれた。 

「商標」の定義に識別性を追加する場合の他の条文への影響は、「商標」の定義に追加す

る識別性の考え方及び規定文言によって大きく相違する。そのため、「商標」の定義に識別

性を追加する場合の影響の検討に先立ち、追加する識別性の具体的な内容（規定文言）に

ついて検討しておく必要がある。もっとも、識別性の規定文言も、それ自体で独立に決定

すべきものではなく、商標法全体への影響を考慮した上で決定する必要がある。 
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（ⅰ） 抽象的客観的識別性について 

 

使用者の具体的な商品役務に関わらず、何らかの商品役務との関係で客観的に識別性が

あること（「抽象的客観的識別性」）を要件とする考え方は、EUなど海外導入例があり、他

の条文及び法律への影響も少ないとされる280。抽象的客観的識別性について、下記のよう

な意見があった。 

 

① 「商標」の定義に抽象的客観的識別性を入れることに肯定的な意見 

 

抽象的客観的識別性は、商標の保護の本質の観点からも、法律の改正の観点からも、受

け入れやすいものであり、 も混乱が少ないと考える。商標を保護するに値するのは識別

性があるからということが明確になる。諸外国の中にも例がある。 

抽象的客観的識別性を入れた「商標」の定義であれば、商標の条文の変更は少ない。条

文の変更が少ないのであれば、識別性を規定した「商標」の定義に変更する必要はないの

ではないかという反対論もあるが、それは適切ではなく、現状の「商標」の定義では商標

の保護の本質が明瞭ではない点が問題であると認識している。 

 

② 「商標」の定義に抽象的客観的識別性を入れる場合の課題・論点等についての意見 

 

「商標」の定義に識別性を入れる場合は、できるだけ影響が少ない形が望ましい。抽象

的客観的識別性を入れるとしても変えざるを得ない規定はそれほど多くないと思われる。 

第2条1項の「商標」の定義には、同項第1号及び第2号により「その商品（役務）につい

て使用をするもの」という商品等との関係が含まれていることから、特定の商品等に関わ

らない何らかの商品等との関係で客観的識別性を有し得るものを定義に追加する場合は、

前各号との関係でも整理が必要となるのではないかと考えられる。現行法の条文では、「商

標」の定義に商品役務との関連性は必要であるところ、そこを変更することは、特に第3条

との関係で抜本的な変更をもたらす可能性が有る。抽象的客観的識別性を追加した場合は、

その使用態様までは含まれないこととなることから、併せて商標的使用論の手当や商品や

役務との関係を遮断するために、第2条1項の構成自体の改正も必要となるのではないかと

考えられる。 

これまでは抽象的客観的識別性がないものについても第3条1項6号、あるいは第26条1項

6号の問題として処理してきたものが、「商標」の定義に抽象的客観的識別性が追加される

と、抽象的客観的識別性がないものについては第3条1項6号ではなく、第3条1項柱書の問題

                         
280 学識経験者ヒアリングの回答者「Ｄ」及び資料Ⅱ-4「委員提出資料」 
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となり、あるいは第26条1項6号の抗弁ではなく、侵害の要件として「商標」であることを

主張立証しなければならなくなる。その場合、第3条1項6号を修正しない限り、第2条1項に

規定されることになる抽象客観的識別性の影響は第3条1項6号に及ぶことになる。また、抽

象的な識別性には、唐草模様のようにありふれすぎているものばかりでなく、商品の形状

や模様の一部に埋没するものなども含むと考えざるを得ないので、第3条1項6号ばかりでな

く、第3条1項3号にも影響が及ぶことも避けられない。 

 

③ その他の意見 

 

抽象的客観的識別性については、これがない場合とはどのようなものであるのかを具体

的に例示することができず、法文上で正確に表すことが困難なのではないかと思われる。

また、抽象的な識別性も具体的な識別性もそれぞれの意味が分かりづらい。「抽象的なも

の」と「具体的なもの」の内容が不明確であり、それらを法文上書き分けることは著しく

困難ではないかと考える。 

諸外国では抽象的客観的識別性を定義に入れて問題はないといわれるが、日本は概念を

厳格に規定する傾向があり、実体審査も厳格に行うため、抽象的な識別性はなじまないの

ではないかと考える。問題が生じないように条文の文言を変更する場合、幾つかの条文が

「商標」が、「場合」や「標章」に変わると、実質的な変更がないにもかかわらず条文の文

言が変わることになり、運用への影響が懸念される。 

商標の保護の本質などさまざまな基本的な考え方が商標法の条文に表れていないこと

は問題であるが、他方で抽象的客観的識別性の定義が追加されることで、これらの基本的

な考え方が明確になるといえるのかどうかは疑問である。 

 

（ⅱ） 具体的客観的識別性について 

 

委員会では具体的な検討は行われなかったが、具体的客観的識別性について、下記のよ

うな意見があった。 

 

客観的な要件として識別性を規定する案には、具体的な商品役務との関係において自他

商品役務を客観的に識別できること（具体的客観的識別性）を要件とする考え方がある。

具体的客観的識別性は、商標の具体的な使用態様は考慮せずに、商標の構成それ自体に識

別力があることを商標の要件とする考え方（具体的客観的識別性（構成型））と、商標の構

成それ自体に帰因する要素と商標の具体的な使用態様に帰因する要素の双方の要素に考慮

した要件とする考え方（具体的客観的識別性（使用態様型））に大別できる。更に、誰を識

別しているか、という使われ方もある。 
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「商標」の定義に具体的客観的識別性を追加するということは、条文に根本的に手を入

れることになるので、多くの条文の見直しを検討しなければならず、現状を変更しないよ

うにするには煩雑な作業を要し、複雑に、分かりにくくなる。商標の構成それ自体（第 3条

1項に係る内容）の識別性（「具体的客観的識別性（構成型）」）に絞ると商標法の見直しは

少なくなるが、それでも相当数の条文を改正する必要が生じる281。 

また、商標法第3条1項各号及び2項を総括する要件が「商標」の定義に含まれることにな

るため、商標法第3条の根本的な修正を行うことを検討する必要がある。そして、商標法第

26条1項2～4号及び6号と「商標」の定義についても要件が重複することから、調整を検討

する必要も生じる。また、「商標の使用」（商標法第37条）に該当しないということになる

と、商標法第26条1項2号乃至4号の主張立証責任を変更することになる可能性があるため、

そのような変更が妥当かという点、また、識別性の要件を商標権侵害訴訟における請求原

因事実か抗弁事実のどちらが望ましいかの点について、あらかじめ検討しておく必要があ

る。 

 

（ⅲ） 商標法の目的規定（第 1条）の見直し 

 

識別性を、「商標」の定義ではなく第1条(目的)に入れる対応も考え得るところ、この場

合、第2条（定義）に識別性を入れるよりも影響が少ないと考えられる282。 

各国においては、「商標」の定義に識別性を規定しており、法体系としては自然である

ため、各国の例に倣って定義において規定することが考えられるが、これが困難であるな

らば、目的規定において規定することも考えられる。商標法が、広義に自他商品役務の識

別に関わるものを保護する目的であることを示す意味では、目的規定に追加するというこ

とはあり得るものと考える。 

ただし、商標法が、広義に自他商品役務の識別に関わるものを保護する目的であると規

定した場合、証明商標など通常の出所識別性とは相違する識別性をどのように扱うかとい

う点で問題が生じる可能性がある。 

 

（３） 今後の議論の方向性 

 

「商標」の定義に識別性を追加するに当たっては、議論の前提として、できる限り現状

に影響を与えず、かつ理解しやすいものであること、また、条文だけでなく、解釈や運用

への影響に配慮する必要がある。 

 「商標」の定義に識別性を追加することについては、産業界を中心に、商取引の現場や

                         
281 学識経験者ヒアリングの回答者「Ａ」及び「Ｃ」 
282 学識経験者ヒアリングの回答者「Ｃ」及び資料Ⅱ-4「委員提出資料」 
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商標権侵害訴訟等の実務との関連において、現状の規定に問題を感じたことがないとの意

見が多く、現時点では、実務上、「商標」の定義に識別性を追加する必要性は少ないといえ

る。一方、法曹界を中心に、実務上の必要性とは別の観点から、国際ハーモナイゼーショ

ン、法理論により「商標」の定義に識別性を入れるべきとの意見が示された。国際ハーモ

ナイゼーションを立法事実とした例としては、これまで救済手続の拡張、優先権や不責事

由などの特許法等の改正が存在するが、それらの背景には、特許法条約やシンガポール条

約への加入などがあり、国際ハーモナイゼーションの先の出願人の負担軽減や、法改正に

よってイノベーションにつながることなどの具体的なメリット自体が真の立法事実である

といえる。したがって、国際ハーモナイゼーションの先に何があるメリットを具体的に示

すことができれば、立法の必要性、十分性を満たすことができるのではないかとの意見が

あった。例えば、条約の加入の要件、国際的な商取引において「商標」の定義に関する認

識の齟齬が生じることから具体的に何らかの弊害が生じているというデータや事例、判例

などの客観的な根拠が考えられる。 

「商標」の定義に追加する識別性については、いくつかの型が示されたが、条文への直

接の影響を必要 小限に抑えるという点では、識別性に幅のある抽象的客観的識別性を採

用することが考えられるとの意見があった。一方で、具体的客観的識別性を採用し、商標

の機能の広がりに対応して複数の識別性の概念を定義に反映させるような商標法全体の考

え方の整理を行うことも考え得るが、現行法の構成において導入する場合は、条文への影

響が大きいことが指摘された。 

今後の検討に当たっては、まず、識別性についての考え方を整理することが求められる。

日本の法制度・実務や、立法の具体的な必要性や十分性を満たす識別性とは何かという議

論が必要である。識別性は、伝統的な出所表示だけでなく、需要者とのブランド・イメー

ジの情報交換を担うコミュニケーション機能を含むものに広がってきていると考えられて

おり283、このような商標の機能の拡大は、日本においても、地域ブランド育成を目的とし

た地域団体商標制度や新しいタイプの商標の保護制度を始めとして既に見受けられる。「商

標」の定義に識別性を追加する課題については、その必要性に関する調査結果を踏まえた

上で、商標の識別性についての考え方の整理と併せ、引き続き、十分に検討を進めていく

ことが望ましい。 

  

                         
283 学識経験者ヒアリングの回答者「Ｂ」および「Ａ」の＜識別性の考え方＞ 
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Ⅳ. 全体のまとめと考察 

 

本調査研究では、「商標の識別性」に関する課題について「証明商標」及び「『商標』の

定義」の観点から検討を行った。 

証明商標における識別性については、証明商標の保護対象、制度の在り方によって変わ

り得るものであり、制度導入に際して政策的判断も含めたさらなる議論が必要であるが、

これをどのように考えるかは、商標そのものの識別性について考えることと不可分であり、

「商標」の定義に識別性を入れる際の議論の中でも併せて検討していく必要がある。 

また、「商標」の定義に関しては、日本の法制度・実務や、立法の具体的な必要性や十分

性を満たす識別性とは何か、「商標」の定義にどのような識別性が必要であるかを十分に議

論する必要がある。そして、「商標」の定義に識別性を入れる場合は、できる限り現状に影

響を与えず、かつ理解しやすいものであることが望ましい。 

更に、商標の本質的な機能は、伝統的な出所表示機能だけでなく、需要者とのブランド・

イメージの情報交換を担うコミュニケーション機能にも広がってきているといわれる。こ

のような新たな機能や特別な証明商標制度を導入する際の品質保証機能への対応も含め、

これらを商標法における識別性としていかに保護すべきかが重要な課題であり、引き続き、

十分に検討を進めていくことが望ましい。 
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海外質問票調査結果の詳細（対象国・地域ごと10か国・地域） 

〔事務局作成〕 
 

海外質問票調査結果（10か国・地域）1について、国・地域ごとに下記項目について整

理した。 

 

調査対象国：10か国・地域 

1. 米国 

2. EU 

3. 英国 

4. ドイツ 

5. フランス 

6. オーストラリア 

7. 中国 

8. 韓国 

9. シンガポール 

10. ブラジル 

 

調査項目： 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 

（ⅰ） 定義 

（ⅱ） 証明商標特有の識別性の考え方 

（ⅲ） 主体要件 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

（ⅴ） 使用管理規則の取り扱い 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

（２） 地理的表示・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考え方 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）において証明商標であれば登録を認める場合に特有

の識別性の考え方 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 
 

                         
1 資料編Ⅰ-2（海外質問票調査） 
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１. 米国 
 
 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 

 

（ⅰ） 定義 

 

証明標章制度により保護される。 

商標法第45条に、下記のとおり定義されている。 

 

米国商標法 第45条： 

「証明標章」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であって、次の条件に該当

するものを意味する。 

(1) その所有者以外の者によって使用されているか、又は 

(2) それを、その所有者が所有者以外の者に取引上使用させる誠実な意図を有しており、かつ、こ

の章によって設定された主登録簿への登録を出願するものであって、 

その目的が当該人の商品若しくはサービスに関する地域的若しくはその他の出所、材料、製造方法、

品質、精度若しくはその他の特徴、又はその商品若しくはサービスについての作業若しくは労働が

組合若しくはその他の組織の構成員によって行われたことを証明することにあるもの。 

 

（ⅱ） 証明商標特有の識別性の考え方 

 

・特別の規定はなく、原則として通常商標と識別性の考え方について違いはない2。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

原則として、自然人も法人も登録者となることができる3。 

国、州、地方公共団体その他同類のものも登録者となることができる（商標法第4条） 

さらに、証明標章の主体的要件として、商標審査便覧（Trademark Mannual of Examination 

Procedure, October 2016 edition：TMEP）には、下記のとおり規定されている。 

 

・証明に責任を有する証明標章の所有者であること4 

・出願に係る標章につき、製造若しくは販売に従事していないこと5 

 

特に地理的表示6については、通常は、その地域の政府機関又は政府の許可を受けて運営されている

機関が、証明主体として必然的であろう旨の記載7がある。 

  

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

通常商標の出願時に必要とされる書類に加え、下記の内容を含む書類が必要である8。 

 

                         
2 TMEP §1306.04「別段の定めがない限り、証明商標の登録審査については、その他の商標について採られるのと同じ手

続が採られる。したがって、商標及び役務商標に対して一般に適用される基準が、記述性、権利の部分放棄及び混同

のおそれといった問題について考慮する際に用いられる（ただし、地理的な出所のみを表示する証明商標については、

TMEP §1306.05–1306.05(j)を参照のこと）。」 
3 商標法第 1条(15 U.S.C.§1051)、「人」の定義については同法第 45 条(15 U.S.C. § 1127)を参照 
4 TMEP 1306.04(b) Ownership 
5 TMEP 1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner of Certification Mark, TMEP 1306.03(c) Statement that 

Applicant Is Not Engaged in (or Will not Engage in) Production or Marketing of the Goods/Services 
6 TMEP 1306.05 Geographic Certification Marks 
7 TMEP 1306.05(b)(ii) Authority to Control a Geographic Certification Mark 
8 商標規則§2.45 
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・証明標章使用の条件の明示 

・出願人がその標章の使用に関して適法の管理を行う旨の主張 

・出願人がその標章の適用対象である商品又はサービスの生産又は販売に従事していない旨の主

張 

・他人が証明標章をその商品に対して及び／又はサービスに関連して使用できるか否かを決定す

る基準書の写し 

 

（ⅴ） 使用管理規則の取り扱い 

 

・記載すべき項目について、明確な規定はない。 

・使用規則の内容については審査されない9。関係省庁への照会についての規定はない。 

・使用規則は公開される。 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常の商標と同じである。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

・商標権者自身の使用は許されない（商標法第45条）。 

・使用した場合、第三者の申立てにより、取消され得る（商標法14条(5)(B)）。 

・なお、商標権者が証明制度又は登録人の証明基準を満たす商品若しくはサービスについて広告し

又は認識を促進するために、その証明標章を使用することは、禁止されていない（商標法14条

(5)(B)）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

当該標章の使用を管理していないか若しくは正当に管理することができない場合、第三者の申立て

により、取消され得る（商標法14条(5)(A)）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

許諾によりマークを使用する者に関する規定、判例は下記のとおりである。 

 

・許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。 

・許諾によりマークを使用する者が損害賠償訴訟を提起できるかについて、明確な規定はない。裁

判例10は、証明商標の権利者が、証明商標の使用者を代表して訴訟を提起すべきであるというこ

とを示唆している。また、損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘

案されるとされる。 

・許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録された証明標章の不使用取消しを免れると

解される。証明標章は、権利者以外の者によってのみ、使用されるものであるためである。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

・通常商標とは登録区分が異なり、A:商品、B:役務の2区分のみからなる11。 

・証明行為に関する指定役務について、商標権者が権利取得することはない（証明商標の権利者は、

                         
9 TMEP 1306.04(e) Relationship of §14 (Cancellation) 
10 E.I. duPont de Nemours & Co. v. Yoshida Intern. Inc., 393 F.Supp 502, 185 U.S.P.Q. 597, 607-608 (E.D.N.Y. 

1978), citing Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494,133 U.S.P.Q. 331(2nd 

Cir.1962) 
11 商標規則§2.6 
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証明商標を自身の商品・役務のために使用することはできない）。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

1区分あたりの料金は、通常商標と同額である12。 

 

・出願手数料：1区分につき＄325.00（オンライン手続き） 

・登録更新出願手数料：1区分につき＄300.00（オンライン手続き） 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方 
 

地理的表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当するが、①使

用により識別力を獲得しているとき、②その使用に関する原産地表示の証明標章のとき、であれば登録

され得る。 

上記②は、証明標章の場合、特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考えて、絶対的拒絶理由の適用をしないものであろう13。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

・主として地理的に商品を記述するものについては、拒絶される（第2条(e)(2)）。但し、原産地表

示の証明標章としてであれば登録され得る（第2条(e)(2)但し書）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・商品を単に記述するものについては、拒絶される（第2条(e)(1)）。 

・地理的に商品を記述するものについては、拒絶される（第2条(e)(2)）。 

・但し、使用による識別力が獲得された場合は、上記いずれの場合も登録され得る（第2条(f)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

・原産地表示の証明標章としてであれば登録され得る（第2条(e)(2)但し書）。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）において証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の考

え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るのであろう14。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

ワイン及び蒸留酒について、連邦アルコール管理法（Federal Alcohol Administration Act）によ

る保護がある。同法では、下記のとおり規定されている。 

 

                         
12 商標規則§2.6 
13 資料 I-2（海外質問票調査） 
14 資料 I-2（海外質問票調査）、TMEP§1306.05(a)も参照。 
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・ワイン又は酒のラベル上に地理的表示を使用したい者は、米国財務省酒類たばこ税貿易管理局に

ラベルの許可申請をおこなう。 

・品質について、その地理的表示に係る産地における政府等の規則（原料のぶどうの由来、製造方

法、その他の規則）を満たしていることが要求される。 

・他者の不正使用に対しては、通報に基づいて、酒類たばこ税貿易管理局が執行を行う。 

・米国を産地とする場合、指定地域として登録を受ける必要がある。 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

 特別な調整規定は存在しない。 

 

但し、米国におけるぶどう栽培地域（American Viticultural Area：AVA）の指定表示に関する調

整規定が商標審査便覧中に存在する。 

AVAに指定されている表示が出願商標に含まれている場合には、担当審査官は、当該出願に関して

審査活動を始める前に、商標政策手続管理者（Administrator for Trademark Policy and Procedure）

に相談しなければならない15。これは、AVA指定は、その目的と機能の点では、地理的証明商標に類似

しており、AVA指定が何らかの種類の出願商標の中に含められると、複雑な問題をもたらすためであ

る。 

AVA指定については、米国財務省酒類たばこ税貿易管理局が、アルファベット順の指定地域リスト

を提供している16。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

 規定はない。 

 

 

                         
15 TMEP §1306.05(h) 
16 “American Viticultural Area(AVA)”, U.S. Dept. of the Treasury, Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau, https://www.ttb.gov/appellation/us_by_ava.pdf［ 終アクセス 2016 年 11 月 28 日］ 
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２. ＥＵ 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

（ⅰ） 定義 

 

欧州連合証明標章により保護される17。 

欧州議会・理事会規則（EU）2015/2424 第74a条1項に、下記のとおり定義されている。 

 

理事会規則第74a条1項：欧州連合証明標章（EU certification marks） 

1. 欧州連合証明標章とは、地理的出所を除き、材料、商品の製造方法や役務の提供方法、品質、

精度その他の特徴について証明された商品又は役務を、そのような証明のない商品又は役務から

識別する機能を有するマークの権利者が証明した商品又は役務につき、それを出願対象としてお

り識別することができるマークとして説明される、欧州連合商標である。 

 
（ⅱ） 証明標章の識別性に関する特別な規定 

 

特別な規定は存在しない。したがって、第7条(3)が適用されるであろう18。 

なお、地理的出所については、証明標章として登録できない。（第74a条） 

定義中には、欧州連合証明標章は欧州連合商標であって、「材料、商品の製造方法や役務の提供方

法、品質、精度その他の特徴について証明された商品又は役務を、そのような証明のない商品又は役

務から識別する機能を有するマーク」である旨の記載がある。 

 

（ⅲ） 主体要件19 

 

・自然人又は法人（公法によって規律される研究所、機関及び団体を含む） 

・証明対象となる種類の商品又は役務の供給に関する事業に従事していない場合に限る。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類20 

 

・欧州連合標章の出願人は、当該証明標章の使用に関する規約を、出願日から2ヶ月以内に提出し

なければならない。 

 

（ⅴ） 使用管理規則の取り扱い 

 

・使用に関する規約は、許諾により当該マークを使用する者、当該マークによって証明される性質、

証明団体がこれらの性質について審査する方法及びマークの使用について監督する方法を特定

しなければならない21。 

・第74a条及び第74b条に規定された要件が満たされていない場合又は使用に関する規約が公共の

政策若しくは受け入れられている倫理原則に反する場合には、拒絶される22。 

・関係省庁・他機関への照会についての規定はない。 

・証明標章のセクションに特別な記載はないが、通常の商標と同じく公告される23と推定される。 

 

                         
17 欧州連合証明標章（EU certification marks）に関する規定の発効は、2017 年 10 月 1 日である。 
18 資料編 I-2（海外質問票調査） 
19 第 74a 条(2) 
20 第 74b 条(1) 
21 第 74b 条(1) 
22 第 74c 条(1) 
23 第 39 条(1) 
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（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

・いずれも通常商標と同じである24。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

・商標権者の使用は許されていない25。 

・違反した場合、欧州連合知的財産庁に対する申立て又は侵害訴訟における反訴により、取消され

る26。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

・使用に関する規約又は登録簿に記録された修正がある場合の規定された使用条件を満たさないよう

な方法でマークが使用されるのを防ぐために、権利者が合理的な手段をとらない場合、欧州連合知

的財産庁に対する申立て又は侵害訴訟における反訴により、取消される27 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

許諾によりマークを使用する者に関する規定、判例は下記のとおりである。 

 

・許諾によりマークを使用する者は、使用権者ではない。法定実施権の規定はない28。 

・許諾によりマークを使用する者が損害賠償訴訟を提起できるかについて、明確な規定はない。 

権利者により特に権限を付された場合は、権利侵害に対する訴訟を提起することができる29。 

・損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案されるとされる30。 

・権利者の同意を得ての欧州連合商標の使用は、権利者自身による使用を構成するものとみなされ

る。（第15条(2)） 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

・通常商標と同じである。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

1区分あたりの料金は、通常商標と同額である31。 

 

・出願に関する費用：1,500ユーロ、2区分目50ユーロ、3区分目以降 150ユーロ（電子的方法によ

る出願） 

・更新に関する費用：1,500ユーロ、2区分目50ユーロ、3区分目以降 150ユーロ（電子的方法によ

る更新） 

 

 

 

                         
24 通常商標の規定は第 9条、第 12 条 
25 第 74a 条(2) 
26 第 74i 条(a) 
27 第 74i 条(b) 
28 法律では規定されていない。団体標章に関する条文が適用されるだろうと考える（資料 I-1（海外質問票調査））。 
29 第 74h(1)  
30 第 74h(2) 侵害訴訟を提起することのできる者「2. 許諾を得ることなくマークの使用がなされた結果として、許諾に

よりマークを使用する者が損害を受けた場合、欧州連合証明標章の権利者は、この者のために賠償請求を行うことが

できる。」 
31 第 26 条(2)及び第 66 条(3)または第 74a 条(3) 
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（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方32 
 

原産地表示のみ・品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該

当するが、使用により識別力を獲得している商標であれば登録され得る。但し、原産地表示を証明標章

として登録することはできない。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

・原産地表示のみからなる商標は、記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当する（第7条(c)）。 

・地理的表示保護法（EU理事会規則）に従って登録された原産地称呼又は地理的表示からなる又は

それを含む商標については登録できない（第7条(k)）。 

・原産地表示を証明標章として登録することはできない（第74a条(1)）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・原産地表示又は品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に

該当する（第7条(c））。 

・但し、使用による識別力が獲得された場合は、登録され得る（第7条(3)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

 証明標章であれば、例外的に登録を認め得る旨の規定はない。むしろ、原産地表示は証明標章と

しての保護対象から除外する旨の規定がある（第74a条(1)）。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

該当なし。 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

以下のEU規則により保護される。 

 

・農産物及び食料品 

Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 

November 2012 on quality Schemes for agricultural products and foodstuffs.（以下、EU理

事会規則(EU)No.1151/2012） 

なお、さらなる詳細は、欧州委員会実施規則(EU)No668/2014及び欧州委員会委任規則

(EU)No664/2014で規定されている。 

 

・農産物（牛肉、乳製品、一定のチーズ及びワイン） 

Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 

December 2013（以下、EU理事会規則(EU)No.1308/2013） 

 

・芳香ワイン 

Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 

2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of 

geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation 

                         
32 ぶどう酒、蒸留酒の産地表示に関する特別規定を除く 
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(EEC) No 1601/91（以下、EU理事会規則(EU)No.251/2014） 

 

・蒸留酒 

Council Regulation (EC) No110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 

January 2008 on the definition，description，presentation，labelling and the protection 

of spirit drinks（以下、EU理事会規則(EU)No.110/2008） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

 欧州議会・理事会規則(EU)No.2015/2424において規定されている（第7条、第8条）。商標登録出願が

後の場合、当該出願は拒絶される。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012は下記のとおり規定し、地理的表示の保護の出願が商標出願より先

の場合、当該商標登録出願は拒絶すること、一方で、商標出願が先になされている場合であっても、

消費者に誤認を生じさせる恐れがない場合には、地理的表示の登録を許容することを規定している

（なお、商標の継続的な使用は許容される）（第6条、第14条）。 
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３. 英国 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

 証明標章制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

 商標法第50条に、下記のとおり定義されている。 

 

英国商標法 第50条 証明標章： 

(1) 証明標章とは、当該標章が使用される商品又はサービスについて、その原産地、原材料、製造方

法若しくは提供方法、品質、精度又はその他の特徴が標章の所有者によって証明されていること

を表示する標章をいう。 

 

（ⅱ） 識別性に関する特別の規定 

 

 証明標章の識別性について、読み替え規定が存在する。 

 

英国商標法 附則2 第2項 「証明標章を構成することができる標識」： 

(2) 証明標章に関し、第1条(1)(商標を構成することができる標識)において、ある事業の商品又は

サービスを他の事業の商品又はサービスから識別するというときは、証明に係る商品又はサー

ビスをそうでない商品又はサービスから識別することをいうものと解する。 

 

また、商標マニュアルには、証明標章の識別性は通常商標のそれとは異なることが明記されている 

33。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

・法人格を有すること。通常は、特定分野の標準を監視・維持する機関が該当するとされている（商

標マニュアル4章 3.4.1） 

・標章の所有者が証明に係る種類の商品又はサービスの供給を含む営業を行っていないこと（附則

2 第4項） 

・標章が登録されるべき商品又はサービスを証明することができること（附則2 第7項(1)(b)） 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

通常商標の出願時に必要とされる書類に加え、下記の内容を含む書類が必要である。 

・証明標章の使用を管理する規約（附則2 第6項(1)） 

 

（ⅴ） 使用管理規則の取り扱い 

 

 使用管理規則には、下記の項目を表示する（附則2 第6項(2)）。 

・標章の使用を許可された者 

・標章により証明されるべき特徴 

・認証機関が当該特徴を試験する方法及び標章の使用を管理する方法 

・標章の運用について納付すべき手数料(ある場合) 

                         
33 英国商標マニュアル 4 章 2.2.1「本質的な識別機能が考慮されること」： 

通常の商標と同様、証明標章や団体標章も、商標法第 3 条(1)の絶対的拒絶理由に照らして審査される。同条の基本

的な目的は、商標が本質的な識別機能を果たす能力を有していることを、確保する点にある。したがって、商標の識

別性について考慮する際には、証明標章および団体標章の識別機能が通常の商標の識別機能と異なるという点を評価

することが重要である。 
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・紛争を解決するための手続 

 使用管理規則の内容について、下記の点が審査される（附則2 第7項(1)、第8項(1)）。 

・上記記載内容を充足していること。 

・公共の政策又は倫理に反するものではないこと。 

・関係省庁への照会についての明確な規定は存在しない。 

 使用管理規則は公開される（附則2 第10項） 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常商標と同じである34。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

・使用できない（附則2 第4項）。 

・登録後に使用した場合は、取消事由となる（附則2 第15項(a)）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

・標章の所有者が当該標章の使用を管理する規約を遵守せず又は遵守を確保することができなかっ

た場合、取消事由となる（附則2 第15項(c)）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

・許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はないが、

商標法は、いくつかの問題に関して、許諾によりマークを使用する者を使用権者として取り扱っ

ている。 

・許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できる（附則2 第13項）35。許諾により

団体商標や証明商標を使用する者は、（訴訟を提起するために当該商標の権利者に依拠するので

はなく）自身の名で侵害訴訟手続きを提起する特別な権限を与えられている（商標マニュアル第

4章4.5）。 

・損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案される（附則2 第14項） 

36。 

・許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録された証明標章の不使用取消しを免れると

解される。 

・商標マニュアルには証明標章の不使用取消しに関し、以下のとおり留意事項が記載されている。

「あらゆる形式の商標について取消がなされる基本的な理由の一つとして、商標がその登録から

5年以内に（又はそれ以外の5年間に）、真正な使用をされなかったということがある。特筆すべき

は、特定の性質を有しているということが証明された商品又は役務のみへのマークの使用は、実

際の証明サービスに関する仕様での使用とみなされる可能性が低いということである。」（商標マ

ニュアル4.4）。 

 

 

 

                         
34 通常商標の規定は、第 9条、第 10 条、第 11 条 
35 附則 2 第 13 項 侵害：許可を受けた使用者の権利 

次の規定は，商標のライセンシーに対して適用されるのと同様に，登録証明標章の許可を受けた使用者に対して適

用される。 

(a) 第 10 条(5)(侵害の定義：許可を受けないで一定の素材に標章を付すこと) 

(b) 第 19 条(2)(侵害にあたる商品，素材又は物品の処分に関する命令：他の救済で十分であること) 

(c) 第 89 条(侵害にあたる商品，素材又は物品の輸入禁止：税関管理官に対する申請) 
36 附則 2 第 14 項 

登録証明標章の所有者により提起された侵害訴訟手続においては，許可を受けた使用者が被った又は被る虞のある

すべての損害が考慮される。また，裁判所は，原告が当該使用者のために確保すべき金銭的救済の受取金の範囲に

ついて，裁判所が適切と認める指示を与えることができる。 
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（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

通常商標と同じであるが、規約の登録時に、別に200ポンドが必要。なお、規約が複数の出願をカバ

ーする場合であっても、1個の様式と1件の料金だけでよい。 

 

出願料：170ポンド、2区分目以降は1区分あたり50ポンド（オンライン出願） 

更新料：200ポンド、2区分目以降は1区分あたり50ポンド（オンライン出願） 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方  
 

地理的表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当するが、①使

用により識別力を獲得しているとき、②原産地表示についての証明標章のとき、のいずれかであれば登

録され得る。 

上記②は、証明標章として特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性が

ある」と考えて、絶対的拒絶理由の適用をしないものであろう37。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

・商品若しくは役務の原産地を表すために取引上役立ちうる標識又は表示のみからなる商標は登

録できない（第3条(1)(c)）。ただし、証明標章としては登録されうる（附則2 第3項(1)）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・原産地表示又は品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に

該当する（第3条(1)(c））。 

・ただし、使用により識別力が獲得された場合は、登録され得る（第7条(3)ただし書）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

・原産地表示の証明標章としてであれば登録され得る（附則2 第3項(1)）。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るのであろう（附則2 第2項(2)も参照）38。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

                         
37 資料編 I-2（海外質問票調査） 
38 資料編 I-2（海外質問票調査） 
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以下のEU規則が直接適用される。 

 

・EU理事会規則(EU)No.1151/201239（農産物及び食料品） 

・EU理事会規則(EU)No.1308/201340（農産物（牛肉、乳製品、一定のチーズ及びワイン）） 

・EU理事会規則(EU)No.251/201441（芳香ワイン） 

・EU理事会規則(EC)No.110/200842（蒸留酒） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

登録の絶対的拒絶理由を定めた3条(4)において、「商標は、その使用が連合王国において制定法若

しくは法規則により又は共同体法の規定により禁止されている場合は、その禁止の範囲において、登

録されない。」と規定されている。 

この「共同体法」に、下記のEU規則が該当することが商標マニュアル中に記載されており、登録さ

れた地理的表示が存在する場合、後行のその地理的表示を含む商標出願は拒絶される旨が記載されて

いる。 

 

・EU理事会規則510/2006（農産物及び食料品） 

・EU理事会規則1493/99（ワイン） 

・EU理事会規則1576/89（蒸留酒） 

 

英国知的財産庁の商標マニュアルは、名声を得ている地理的表示に対しては特に注意を払っており、

そのような出願は、「出願人が、関連する商品又は役務について、出願した名称が他の事業によって使

用される可能性がないという理由を示すことができない限り、拒絶される可能性がある」としている。

英国知的財産庁の商標マニュアルのPGIに関する「実務」編によれば、共通の要素として以下が考慮さ

れる。 

- 地名が商品／役務に関する名声を有しているか。 

- もし有していないのであれば、当該場所の性質が、当該商品／役務の地理的出所となるようなも

のを表示しているか（ないしは将来に表示する可能性があるか）。 

- 当該場所が、英国において関連する人々のグループにおいて知られている程度、及び知られてい

る理由。 

審査官は、当該名称が地理的出所の表示として使用できるようなものであるか否かについて評価す

る。この評価は、出願された商品／役務が関連場所を原産地とすると言えるかどうかという可能性を

衡量して行われる。 

 

また、原産地表示に係る証明標章について、当該標章の所有者は、工業上又は商業上の公正な慣行

に従った(特に、地理的名称を使用する権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁止する権原を

有さない（附則2 第3項(2)）。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012は、地理的表示の保護の出願が商標出願より先の場合、当該商標登

録出願は拒絶すること、一方で、商標出願が先になされている場合であっても、消費者に誤認を生じ

させる恐れがない場合には、地理的表示の登録を許容することを規定している（なお、商標の継続的

な使用は許容される）（第6条、第14条）。

                         
39 Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality 

Schemes for agricultural products and foodstuffs.さらなる詳細は、欧州委員会実施規則(EU)No668/2014 及び欧州

委員会委任規則(EU)No664/2014 で規定されている。 
40 Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 
41 Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the 

definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of 

aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 
42 Council Regulation (EC) No110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the 

definition，description，presentation，labelling and the protection of spirit drinks 
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４. ドイツ 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

団体標章制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

商標法第97条に下記のとおり規定されている。 

 

ドイツ商標法 第97条 団体標章： 

(1) 第3条にいう商標として保護することができるすべての記号であって、団体標章の所有者の構成

員の商品又はサービスを、所定の企業による出所若しくは原産地、種類、品質又はその他の特性

に従って、他の事業のそれから識別することができるものは、団体標章として登録することがで

きる。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に特別な規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

法的能力を有する団体のみが所有することができる（第98条）。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

通常商標の出願時に必要とされる書類に加え、その標章の使用を規律する規約を添付する必要があ

る（第102条）。 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

 規約には下記の項目を記載しなければならない（第102条(2)）。 

・団体の名称及び所在地 

・団体の目的及び代表 

・構成員資格 

・団体標章を使用する権限を有する者のグループに関する情報 

・団体標章の使用条件 

・団体標章の侵害の場合における関係当事者の権利と義務 

 

さらに、団体標章が地理的起源の表示からなる場合は、その標章の使用を規律する規約には、当該

地理的領域に源を発する商品若しくはサービスを提供する者でかつ同規約に定める使用条件を満た

す者が、当該団体の構成員となる権限を有し、かつ当該標章使用の権限を有する者の集団の資格を

認められる旨を定めなければならない（第102条(3)）。 

 

 規約の審査について、下記の要件を満たさない場合拒絶される（第103条）。 

・上記記載内容を充足していない場合 

・その標章の使用を規律する規約が公の秩序若しくは容認された道徳原理に反するものである

場合 

 関係省庁への照会についての明確な規定は存在しない。 

 品質管理規則は公開されていない。ただし、マークの使用を規制する規約は公開されており閲

覧できる（102条(4)）。 
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（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

原則として通常商標と同じである43。 

ただし、団体標章としての原産地表示の登録については、特に第100条において第三者の正当使用

に対する権利制限が規定されている44。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

使用できる（団体標章である）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

団体標章の所有者が、団体の目的に反する、又は当該商標の使用を規律する規約に反する方法によ

る団体標章の不正使用を防止するための適切な処置を取らない場合、取消事由となる（第105条(1)2）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

・団体商標に関して特に法定の実施権を定めてはいない。しかし、団体商標の使用を規制する規

約は、許諾（authorize）によりマークを使用する者の範囲に関する表示を含まなければならな

い（第102条(2)4）。 

・許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できる。ただし、団体商標の使用を規

制する規約に別段の定めがない限り、団体商標の所有者の同意を得ることが必要である（第101

条(1)）。 

・損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者（ライセンシー）の損害が勘案され

る（第101条(2)）。 

・許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録された証明標章の不使用取消しを免れる

（第100条(2)）。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

出願登録料：3区分まで、900ユーロ、4区分目以降は一区分あたり150ユーロ 

更新料  ：3区分まで、1,800ユーロ、4区分目以降は一区分あたり260ユーロ 

 

団体標章に関しては、通常商標より料金が高くなっている。通常商標の出願登録料が3区分まで300

ユーロ、以降1区分100ユーロであるのに対し、団体商標の場合、3区分まで900ユーロ、以降1区分150

ユーロである（料金No. 331200）。 

更新料も高くなっている。通常商標の更新料は、3区分まで750ユーロであるが、団体標章の場合は

1,800ユーロである。（以降の区分はいずれも260ユーロ）（料金No. 332200）。 

 

 

 

 

 

                         
43 第 14 条及び第 15 条。第三者の正当な使用に対しては第 23 条。 
44 第 100 条 保護の制限，使用 

(1) 第 23 条 に起因する保護の制限に加えて，団体標章としての原産地表示の登録は，第三者が取引上係る表示を使用

することを差し止める権利を所有者に与えるものではない。ただし，その使用が，容認された道徳原理に従ったも

のであり，かつ，第 127 条 に反しないものである場合に限る。 
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（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方  
 

地理的表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当するが、①使

用により識別力を獲得しているとき、②原産地表示についての団体標章のとき、のいずれかであれば登

録され得る。 

上記②は、団体標章として特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性が

ある」と考えて、絶対的拒絶理由の適用をしないものであろう45。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

・商品若しくは役務の原産地を表すために取引上役立ちうる標識又は表示のみからなる商標は登

録できない（第8条(2)2）。ただし、団体標章としては登録されうる（第99条）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・原産地表示又は品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に

該当する（第8条(2)2）。 

・ただし、使用により識別力が獲得された場合は、登録され得る（第8条(3)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

・原産地表示の団体標章としてであれば登録され得る（第99条） 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るのであろう（第97条参照）46。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

ドイツにおいて、地理的表示は、団体商標として（商標法第97条以下）、又はEU法の地理的表示として

登録することができるが、たとえ登録がなかったとしても、商標法第126条以下及び同法第4条(2)（名声

を得ている場合）により保護を受けられる。 

 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

 EU規則の適用 

・EU理事会規則(EU)No.1151/2012 （農産物及び食料品） 

・EU理事会規則(EU)No.1308/2013 （農産物（牛肉、乳製品、一定のチーズ及びワイン）） 

・EU理事会規則(EU)No.251/2014 （芳香ワイン） 

・EU理事会規則(EU)No.110/2008 （蒸留酒） 

上記EU理事会規則(EU)No.1151/2012の履行のため、商標第130条～第136条に規定が設けられ

ている。（第6部原産地表示 第2章 規則(EEC)No.510/2006 に基づく地理的表示及び原産地

表示の保護） 

 商標法内の特別規定（第6部原産地表示 第1章 原産地表示の保護 第126条～第129条） 

・登録がない場合であっても、原産地表示は保護される（第126条）。 

                         
45 資料編 I-2（海外質問票調査） 
46 資料編 I-2（海外質問票調査） 



4.ドイツ 

   - 213 - 

・不正競争防止法に基づく差止めの対象、損害賠償請求の対象となる（第128条(1)、同(2)） 

 

その他、その地理的表示が関係取引業界において商標としての公衆の認識を獲得している場合は、

保護され得る。 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

先の登録に係る原産地表示に係る独占的な権利を有する者は、その後他人の取得が当該登録商標に係

る権利を取得した場合、その取消しを求めることができる（第13条）47。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012は、地理的表示の保護の出願が商標出願より先の場合、当該商標登録

出願は拒絶すること、一方で、商標出願が先になされている場合であっても、消費者に誤認を生じさせ

る恐れがない場合には、地理的表示の登録を許容することを規定している（なお、商標の継続的な使用

は許容される）（第6条、第14条）。 

 

                         
47 第 13 条 その他の先の権利 

(1) 登録商標の先順位に関係する日前に，第 9条から第 12 条までに定める権利以外の権利を他の者が取得した場合であ

って，当該人がドイツ連邦共和国の全領域において当該登録商標の使用を差し止める権原を有するときは，当該商

標の登録は取り消すことができる。 

(2) (1)にいう他の権利には，特に，次の権利が含まれる。 

1-4. （略） 

5. 原産地表示 

6. 他の工業所有権 
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５. フランス 

 

 
（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

団体証明標章により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

フランス知的財産権法第L715条1： 

標章が、登録の所有者によって発行された使用規約に従う者によって使用されるときは、団体標章

として区分される。 

団体証明標章は、特に内容、属性又は品質等についてそれぞれの規約に記載された特性を表示する

商品又はサービスに付されるものとする。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

 上記定義規定以外に特別な規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

 商品又はサービスの製造業者、輸入業者又は販売業者の何れでもない法人は、団体証明標章を登録

することができる（第L715条2(1)）。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

通常商標の出願時に必要とされる書類に加え、その標章の使用を規律する規約を添付する必要があ

る（第L715条2(2)）。 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

・規約に記載すべき項目について、明確な規定はない。 

・それが証明に関して適用される法律によって定められた要件を満たさないときは、拒絶される（第

L715条2(5)）。 

・関係省庁への照会についての規定はない。 

・使用規則の公開に関する規定はない。 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常の商標と同じである。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

商標権者の使用は許されていない（第L715条2(3)） 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

明確な規定はない。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

・許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。 
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・許諾によりマークを使用する者は損害賠償訴訟を提起できない（第L716条5）。 

・損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案されるとされる解されて

いる。 

・許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録された証明標章の不使用取消しを免れる（第

L714条5(a)）。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同じである。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

料金は通常商標と同額である 

 

・出願料：1～3区分目の費用：210ユーロ 

4区分目以上の区分毎の費用：42ユーロ 

・更新料：1～3区分目の費用：250ユーロ 

4区分目以上の区分毎の費用：42ユーロ 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方  
 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

原産地表示のみ・品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に

該当するが、使用により識別力を獲得している商標であれば登録され得る。 

先の権利に係る保護された原産地名称は、標章として認められない。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・標識又は名称であって、製品又はサービスの出所、品質等を指定する機能を有するものは登録で

きない（第711条2(b)）。 

・ただし、使用によって識別性が取得されることがある（第711条2） 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

・特に規定はない。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の考

え方 

 

・該当なし。証明商標の識別性に関する判断は、他のあらゆる種類の商標と同じように行われる。 

・実際にそのような証明商標が登録されている例は見いだせなかった。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

 EU規則の適用 

・EU理事会規則(EU)No.1151/2012 （農産物及び食料品） 

・EU理事会規則(EU)No.1308/2013 （農産物（牛肉、乳製品、一定のチーズ及びワイン）） 
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・EU理事会規則(EU)No.251/2014 （芳香ワイン） 

・EU理事会規則(EU)No.110/2008 （蒸留酒） 

 農事法典（第641条5 原産地名称統制（AOC））（農林水産物） 

 知的財産権法（第7巻第Ⅱ編 原産地名称） 

・第L721条1（原産地名称） 

・第L721条2（農林水産物を除く地理的表示） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

保護された原産地名称は標章として認められない旨が規定されている（第L711条4）48。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

 EU規則 

EU理事会規則(EU)No.1151/2012は下記のとおり規定し、地理的表示の保護の出願が商標出願よ

り先の場合、当該商標登録出願は拒絶すること、一方で、商標出願が先になされている場合であ

っても、消費者に誤認を生じさせる恐れがない場合には、地理的表示の登録を許容することを規

定している（なお、商標の継続的な使用は許容される）（第6条、第14条）。 

 

 農事法典 

原産地名称を構成する名称、又はそれを想起させるその他の表示を、類似した商品について使用

するならば、1990年7月6日発効の法律及び規則上の処分を受けることになる。このような名称・

表示は、その使用が原産地名称の名声を揺るがしたり弱めたりするおそれがあるならば、いかな

る団体、商品又は役務についても使用することはできない旨の規定がある（第L643条1） 

 

 

                         
48 第 L711 条 4 

標識は，それが先の権利，特に次のものを侵害する場合は，標章として認められない。 

(d) 保護された原産地名称 
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６. オーストラリア 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 

 

証明商標制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

商標法第169条に下記のとおり定義されている。 

 

オーストラリア商標法 第169条 証明商標とは何か： 

「証明商標」とは、次の商品又はサービス、すなわち、 

(a) 業として取引又は提供され、かつ 

(b) ある者(「証明商標の所有者」)又はその者によって承認された他の者が、(商品の場合は)原産地、

原料又は製造方法を含め、品質、精度又はその他の特徴について証明したものを、 

業として取引又は提供されるが前記の証明を受けていない他の商品又はサービスから識別するた

めに使用されるか又は使用が予定される標識をいう。 

［注：証明される商品又はサービスには、証明商標所有者又は当該所有者によって商品又はサービスの

証明をすることを承認された者を含め、何人の商品又はサービスをも含めることができる。］ 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に特別な規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

法人格を有する者（第27条(2)(c)） 

 

（ⅳ） 証明商標の出願時に必要な提出書類 

 

証明商標の使用を規制する規約の写しを提出しなければならない（第173条(1)）。 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

 使用を規制する規約には下記項目を記載する（第173条（2）、規則16.1）。 

・証明商標の適用に関して商品及び／又はサービスが満たさなければならない要件(「証明要

件」) 

・商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かを決定するための手順 

・ある者が、商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かを評価することを承認さ

れる者(「承認証明者」)になるために有さなければならない特性 

・証明商標の所有者又は承認使用者である者が、商品及び／サービスに関して証明商標を使用す

るために満たさなければならない要件 

・証明商標の所有者又は承認使用者である者による証明商標の使用に関するその他の要件 

・商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かに関する紛争の解決手順 

・証明商標に関連するその他の問題に関する紛争の解決手順 

 使用を規制する規約は、オーストラリア競争及び消費者委員会（Australian Competition and 

Consumer Commission：ACCC）で審査される（第174条、第175条、商標規則 16.2-16.7も参照）。 

 証明商標の使用を規制する規約は公告される（第179条） 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

通常商標と同じである。 
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（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

証明商標の使用を規制する規約に従っている場合に限り、その証明商標を使用することができる

（第171条（1））。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

承認使用者が、証明商標の使用を規制する規約の規定に従わなかった場合、被害者から申請があっ

たときは、登録簿の記入を抹消され得る（第181条（2）（c））。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

・許諾によりマークを使用する者は、「承認使用者」（approved user）と称される（第172条）。承認

使用者は、当該証明商標の使用を規制する規約に従い、前記の商品又はサービスに関して当該証

明商標を使用する権利を有する旨が明文で規定されている（第172条）。 

・承認使用者は損害賠償訴訟を提起できない。 

・損害賠償訴訟において、承認使用者の損害が勘案されない。 

・証明商標は不使用を理由とした攻撃による影響を受けない（第170条カッコ書きにおいて、不使用

に関する条項については証明商標への適用が除外されている）。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常の商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

通常の商標と同一である。 

 

出願料：１区分につき200オーストラリアドル 

更新料：１区分につき300オーストラリアドル 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考え方  

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い（登録時） 

 

規定なし 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

商標登録出願は、当該商標がその登録を求める出願人の商品又はサービス(「指定商品又はサービ

ス」)を他人の商品又はサービスから識別することができない場合は、拒絶されなければならない（第

41条（1））。 

出願人による商標の使用により、識別できる場合は登録され得る（第41条(3)(b)又は(4)(b)(ⅱ)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

通常の絶対的拒絶理由は適用されず（第170条括弧書き）、その商標が、出願人又は承認証明者によ

って証明される商品又はサービスを、そのような証明を受けていない商品又はサービスから識別する

能力を有していない場合は、出願は拒絶されるか、又は登録に対して異議申立をすることができる旨

が規定されている（第177条(1)）。 

その際登録官は、識別する能力を有するか否かを決定する際に、証明商標がその商品又はサービス
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を識別するのに本質的に適合している程度を考慮することとされている（第177条(2)）49。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の考

え方 

 

上記第177条に規定されているとおり、特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることによる

識別性の程度及び使用により獲得した周知性の程度の両方を考慮する（177条）。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

オーストラリアぶどう・ワイン公社法（Australian Grape and Wine Authority Act 2013） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

虚偽の地理的表示を含んでいるか又はそれから構成されている商標について、異議申立ての理由と

なる（第61条）。 

 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

オーストラリアぶどう・ワイン公社法では、登録商標の権利者等が地理的表示の申請に対する異議

申し立てができることを規定している（第40RB条）。 

 

 

                         
49 第 177 条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－証明商標が証明商品又はサービスを識別しない 

(1) 次の事項，すなわち， 

(a) 証明商標の登録出願を拒絶すること，又は 

(b) 証明商標の登録に異議申立をすること， 

ができる他の全ての理由に加え， 

その商標が，出願人又は承認証明者によって証明される商品又はサービスを，そのような証明を受けていない商

品又はサービスから識別する能力を有していない場合は，出願は拒絶されるか，又は登録に対して異議申立をす

ることができる。 

(2) 証明商標が，出願人又は承認証明者によって証明された商品又はサービスを前記の通りに識別する能力を有するか

否かを決定するに際し，登録官は，次の事項を考慮しなければならない。 

(a) 証明商標がその商品又はサービスを識別するのに本質的に適合している程度，又は 

(b) 証明商標が，その使用又はその他の状況により，その商品又はサービスを識別するのに適合するようになってき

ている程度 
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７. 中国 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

証明商標制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

商標法第3条に、下記のとおり定義されている。 

 

商標法 第三条 第3款： 

この法律で証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用

するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同

商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる

標章をいう。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に、特別な規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

・法により設立された組織であること（商標審査基準 第六部分第四（一）1） 

・出願人は当該証明商標の証明する特定の商品の品質を監督管理する能力を持たなければならな

い（商標審査基準 第六部分第四（一）2） 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類（商標審査基準 第六部分第四（一）） 

 

・主体資格証明書類（企業の営業許可書、非営利事業・社会団体の登録認可の書類などを含む） 

・所有する専門技術者、専門検査設備又はその受託を受けた機構の所有する専門技術者、専門検査

設備などの状況について詳細に説明する資料 

 

さらに、地理的表示に係る証明商標の場合、以下の書類を併せて提出する（商標審査基準 第六

部分 第五（一）1～4）。 

・当該地理的表示に表記される地域を管轄する人民政府又は業種主管部門による地理的表記登録

批准の公文書 

・省級又は省級以上の業種主管部門の発行する監督能力の証明文書 

・外国人又は外国企業が地理的表示をもって団体商標、証明商標を登録出願する場合、出願人はそ

の名義で当該地理的表示が所属国で法的に保護されている証明書 

 

また、地理的表示に係る証明商標の場合、出願書類中で以下の内容について説明しなければなら

ない（管理弁法第七条）。 

・当該地理的表示に表記された商品の特定の品質、名誉又はその他の特徴 

・当該商品の特定の品質、名誉又はその他の特徴と、当該地理的表示に表記された地域の自然的要

素及び人文的要素との関係 

・当該地理的表示に表記された地域の範囲 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

 使用管理規則は以下のものを含めなければならない（管理弁法第十一条） 

(1）証明商標使用の趣旨 

（2）当該証明商標が証明する商品の特定の品質 
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（3）当該証明商標の条件 

（4）当該証明商標を使用する手続 

（5）当該商標を使用する権利、義務 

（6）当該使用管理規則を違反した使用者が負う責任 

（7）登録権者の当該証明商標を使用する商品に対する検験監督制度 

 使用管理規則について、上記の内容が審査される（商標審査基準 第六部分第四（一））。 

 さらに、地理的表示である証明商標の使用管理規則に対する審査においては、団体商標、証明

商標に係る指定商品の特定の品質、信用・評判又はその他の特徴および生産地域の範囲などに

ついての下記の審査を行う（商標審査基準 第六部分第四（二）1～4）。 

・指定商品の特定の品質、信用・評判又はその他の特徴 

・指定商品の特定の品質、信用・評判およびその他の特徴と、当該地理的表示の表示する地

域の自然的要素若しくは人文的要素との関連 

・生産地域の範囲 

 使用規則は公開される（管理弁法第十三条） 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常の商標と同じである。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

使用できない（管理弁法第二十条）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

工商行政管理部門による是正命令がなされ、従わない場合、罰金が科せられる（管理弁法第二十一

条）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

・証明商標の登録権者は他人がその商標の使用を許可する場合、一年間以内に商標局に登録し、

商標局はこれを公告しなければならない（管理弁法第15条）。証明商標を使用する場合、登録権

者は使用者に「証明商標使用証」を発行しなければならない（管理弁法第19条）。 

・商標権者からの明確な授権を得た場合に訴訟を提起することができる（「 高裁判所による商標

民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第四条第二項）。 

・損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害は勘案されないと解される。

権利者と許諾によるマークを使用する者が共同訴訟する場合に、使用者の実際損失が考慮され

ることになると思われる。 

・明確な規定はないが、不使用取消しを免れることができると解される（実施条例第六十六条）。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

出願料：1出願1区分につき、CNY3,000（指定商品の個数に対する限定がない）。 

（通常商標の場合は、1出願1区分につき、CNY600である。なお、1区分において、指定商品・役務は

10個を超える場合、超えた分の1商品毎にCNY60を加算して徴収する） 

 

更新料：1出願1区分につき、CNY2,000である。（通常商標と同じ） 
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（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方  
 

地理的表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当するが、①使

用により識別力を獲得しているとき、②地名についての証明標章のとき、のいずれかであれば登録され

得る。 

上記②は、証明商標として特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性が

ある」と考えて、絶対的拒絶理由の適用をしないものであろう50。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い（登録時） 

 

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただ

し、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない

（商標法第十条第二款）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎない標

章については、商標として登録することができない（商標法第十一条第一款）。 

使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなったときは、商標として登録するこ

とができる（商標法第十一条第二款）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

地名については、証明商標の一部である場合は登録され得る（商標法第十条第二款）。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るものであろう51。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

独自制度として、「地理的表示保護規定」（保護対象の特定なし）、「農産品地理的表示管理規則」（保

護対象：農産物）を有する52。 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

 規定はない。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

 規定はない。 

                         
50 資料 I-2（海外質問票調査） 
51 資料 I-2（海外質問票調査） 
52 資料 I-2（海外質問票調査） 
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８. 韓国 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

証明標章制度及び地理的表示証明標章制度により、保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

商標法第2条第1項第7号及び第8号に、下記のとおり定義されている。 

 

商標法第2条第1項第7号： 

「証明標章」とは、商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明し管理することを業と

する者が、他人の商品についてその商品が品質、原産地、生産方法又はその他の特性を満たすこ

とを証明するのに使用させるための標章をいう53。 

 

商標法第2条第1項第8号： 

「地理的表示証明標章」とは、地理的表示を証明することを業とする者が、他人の商品についてそ

の商品が定められた地理的特性を満たすことを証明するのに使用する標章をいう。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に特別な規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明し管理することを業とすることができる者

は、他人の商品についてその商品が定められた品質、原産地、生産方法又はその他の特性を満たすこ

とを証明するのに使用するためにのみ証明標章の登録を受けることができる（第3条第3項）。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

下記書類を願書に添付する（第36条第4項）。 

・使用に関する事項を定めた書類(法人の場合は定款、法人でない場合は規約) 

・証明しようとする商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明し管理できることを

証明する書類 

 

地理的表示証明標章については、さらに下記の書類を添付する（第36条第5項）。 

・地理的表示の定義に一致することを証明することができる書類 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

1) 規則に記載すべき項目 

(1) 使用に関する事項を定めた書類（商標法施行令 第4条第1項） 

・証明しようとする商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性 

・証明標章の使用条件 

・使用条件に違反した者に対する制裁 

・その他証明標章の使用に必要な事項 

(2) 品質等を証明し管理できることを証明する書類（商標法施行令 第4条第2項） 

                         
53 韓国商標法第 2条第 1項第 1 号では、「“商標”とは、自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除いてはサ

ービスまたはサービスの提供に関連された物件を含む。以下同じ。)と他人の商品を識別するために使用する標章を

いう。」と定義されており、「商品」には役務の概念が含まれている。 
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・証明しようとする商品の品質等に関する試験・検査の基準、手続及び方法など 

・証明しようとする商品の品質などを証明し管理するために必要な専門設備、専門人材など 

・証明標章の使用者に対する管理・監督など 

・その他証明しようとする商品の品質などを証明し管理できることを客観的に証明できる事項 

 

2) 規則の審査 

(1) 使用に関する事項を定めた書類について、下記のとおり審査され、拒絶理由となる（第54条

第6号）。 

・所定の記載がされていない場合 

・その証明標章を使用することができる者に対して正当な事由がないのに定款若しくは規約

により使用を許諾せず、又は定款若しくは規約に満たし難い使用条件を規定する等、実質

的に使用を許諾しない場合 

(2) 関係行政機関又は商標に関する知識及び経験が豊富な者に意見を聞くことができる（第51

条第2項）。「農水産物品質管理法」による地理的表示登録対象品目に対する地理的表示証明

標章出願に対しては、関係行政機関の意見を聞かなければならない（第51条第3項）。 

 

3) 規則の公開 

公開される（第82条第3項、商標法施行令 第14条第1項第13号、第14号） 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

第三者の正当な使用に対する効力の制限規定が設けられている（第90条第2項）。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

使用できない（第3条第3項）。取消事由になる（第119条第1項第9号ロ） 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

証明標章の使用の許諾を受けた者が定款又は規約に違反して他人に使用させた場合、又は使用の許

諾を受けた者が定款又は規約に違反して証明標章を使用することにより、需要者に商品の品質、原産

地、生産方法若しくはその他の特性に関して混同を生じさせた場合は、取消事由となる（第119条第1

項第9号ハ）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

1) 許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。 

2) 通常使用権者と許諾によるマークを使用する者の権利との間に相違について、明確な規定はな

い。 

3) 許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できない。 

4) 権利者が提起した損損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案さ

れるかについては、明確な規定はない。 

4) 許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録商標の不使用取消しを免れると解される。

明確な規定はない。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

区分は通常の商標と同じである。ただし、その指定商品・役務は「証明の対象」、「証明の内容」が

ともに記載されていなければならない54。 

 

                         
54 例えば以下の通り。「第 01 類：肥料の世界占有率(輸出実績)に関する証明」、「第 45 類：法務サービス業の世界市場占

有率(輸出実績)に関する証明」 
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（ⅺ） 出願料、更新料（電子出願） 

 

通常商標と同じである。 

 

出願料：1区分あたり62,000ウォン＋1区分あたりの指定商品が20を超える場合、加算金1指定商品

当たり2,000ウォン 

審査料：1区分あたり18,000ウォン 

設定登録料：1区分あたり211,000ウォン＋指定商品加算金2,000ウォン 

更新料：1区分あたり310,000ウォン 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考

え方  
 

地理的表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該当するが、①使

用により識別力を獲得しているとき、②地理的表示についての地理的証明標章のとき、のいずれかであ

れば登録され得る。 

上記②は、証明標章として特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性が

ある」と考えて、絶対的拒絶理由の適用をしないものであろう55。 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

その商品の産地を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標、顕著な地理的名称

若しくはその略語又は地図のみからなる商標は登録できない（第33条第1項3号及び4号）。ただし、地

理的表示証明標章としては登録されうる（第33条第3項）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・産地表示又は品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に該

当する（第33条第1項3号及び4号）。 

・ただし、使用により識別力が獲得された場合は、登録され得る（第33条第2項）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

産地、顕著な地理的名称若しくはその略語について、地理的表示証明標章としてであれば登録され

得る（第33条第3項）。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るのであろう56。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

 農水産物品質管理法 

                         
55 資料編 I-2（海外質問票調査） 
56 資料編 I-2（海外質問票調査） 
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 高麗人参産業法（高麗人参） 

（名称表示「高麗」について保護される(高麗人参産業法第22条)） 

 酒税法（ぶどう酒、蒸留酒） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

(1) 審査時（登録要件） 

・農水産物品質管理法において登録された他人の地理的表示と同一・類似の商標であって、そ

の地理的表示を使用する商品と同一と認められる商品に使用する商標は登録できない（商標

法 第34条1項18号） 

・特許庁長は、「農水産物品質管理法」による地理的表示登録対象品目に対して地理的表示団体

標章が出願された場合には、その団体標章が地理的表示に該当するかに関して農林畜産食品

部長官又は海洋水産部長官の意見を聴かなければならない（商標法 第51条第3項）。 

 

(2) 登録後（効力等） 

 

効力に関しては規定なし。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

(1) 審査時（登録要件） 

登録申請された地理的表示が「商標法」によって先に出願され又は登録された他人の商標と同

一若しくは類似する場合に該当するときは、登録を拒絶決定し申請者に知らせなければならな

い（農水産物品質管理法 第32条第9項第2号）。 

 

(2) 登録後（効力等） 

地理的表示権が地理的表示登録申請書の提出前に「商標法」によって登録された商標又は出願

審査中である商標に該当するときは、利害当事者相互間に対してはその効力が及ばない（農水

産物品質管理法 第34条第2項第2号）。 
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９. シンガポール 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 
 

証明標章制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

シンガポール商標法第61条に下記のとおり規定されている。 

 

第61条 「証明標章」： 

(1）証明標章とは、次の商品又はサービス、すなわち、 

(a)業として取り扱われる又は提供されるもの、及び 

(b)原産地、材料、商品の製造方法又はサービスの履行方法、品質、精度その他の特徴に関して証

明標章の所有者が証明したものを、 

業として取り扱われ又は提供されたがかく証明されていないその他の商品又はサービスと区別

するために用いる又は用いることを意図する標章を意味する。 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

証明標章の識別性について、読み替え規定が存在する。 

 

シンガポール商標法 附則2 第2項 証明標章を構成する標識： 

証明標章に関し、第2条(1)の「商標」の定義における、ある者が業として取り扱う又は提供する

商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスとを区別する

ことは、業として取り扱う又は提供する商品又はサービスで第61条(1)(b)にいう方法で証明さ

れたものと、かく証明されていないものとを区別することと解釈する。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

・その所有者が証明された種類の商品又はサービスの供給に関わる事業を営んでいる場合は、登録

されない（附則2 第4項）。 

・出願人が同一の商品又は役務に関して「通常の」商標を有している場合は、出願人が「通常の」

商標を有しているという事実は、この者がこれらの商品及び役務に関する取引を行っていると

いう一見明白な証拠である（商標ワークマニュアル第16章第6節）。 

・出願人が標章が登録される商品又はサービスを証明する能力を有すること（附則2 第7項(1)(b)） 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

・標章の使用を規制する規約を登録官に提出する（附則2 第6項(1)） 

・提出しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる（附則2 第7項(3)） 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

1)規則に記載すべき項目（附則2 第6項(1)、商標ワークマニュアル第16章第9節9.2） 

・標章の使用を許可された者 

・標章によって証明される特徴 

・証明する団体がその特徴を試験し、標章の使用を監督する方法 

・標章の使用に関連して納付すべき手数料（もしあれば） 

・紛争解決手続 

 

2)規則の審査（附則2 第7項(1)） 
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・記載が上記要件を満たしていること 

・公序良俗又は容認された道徳倫理に反さないこと 

 

3)規則の公開 

・規約は公告され、異議申し立ての対象となる（附則2 第9項） 

・登録された証明標章の使用を規制する規約は、登録簿と同一の方法で公衆の閲覧に供される（附

則2 第10項）。 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

原産地表示に係る証明標章の所有者は、(特に、地名を使用する権利を有する者による)工業又は商

業上の事項における誠実な慣行に基づいて標章又は表示を使用することを禁じる権利を有さない（附

則2 第3項(2)）。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

・証明を受けた種類の商品又は役務の提供を含む事業に従事することはできない（附則2 第4項）。

証明行為については使用できる。 

・登録後に使用した場合は、取消事由となる（附則2 第15項(a)）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

所有者が標章の使用を規制する規約を遵守しなかった若しくはその遵守を保証しなかった場合は

取消事由となる（附則2 第15項(c)）。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

1) 許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。 

2) 許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できない（附則2 第13項反対解釈）。 

3) 権利者が提起した損損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案さ

れる（附則2 第14項）。 

4) 許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録商標の不使用取消しを免れると解される。

許諾によりマークを使用する者が証明商標を使用している場合には、マークの権利者が、当該

証明商標によって当該商品又は役務を証明しているということだと推定される。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料（オンライン） 

 

通常商標と同一である。 

 

登録出願料：一区分あたり341シンガポールドル 

登録更新料：一区分あたり250シンガポールドル 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考え方  

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

・商品若しくは役務の原産地を表すために取引上役立ちうる標識又は表示のみからなる商標は登

録できない（第3条(1)(c)）。ただし、証明標章としては登録されうる（附則2 第3項(1)）。 
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（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

・原産地表示又は品質表示のみからなる商標は、原則として記述的商標としての絶対的拒絶理由に

該当する（第7条(1)(c））。 

・ただし、使用により識別力が獲得された場合は、登録され得る（第7条(2)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

・原産地表示の証明標章としてであれば登録され得る（附則2 第3項(1)） 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

・特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考えることに

より、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別できるとす

るのであろう57。 

 

 

（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 

 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

地理的表示法（1998年）58 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

規定なし。 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

地理的表示法において、地理的表示の保護は登録によることなく行われるところ、地理的表示法第12

条は、同法による保護は、商標法又は詐称通用（パッシングオフ）に関する法に基づく保護に対して影

響を及ぼすものではないと明記している。 

 

 

                         
57 資料編 I-2（海外質問票調査） 
58 国会が 2014 年 4 月 14 日に地理的表示法を通過させ、これが施行されれば従前の 1998 年地理的表示法に取って代わ

る。現時点では、新法はまだ施行されていない（資料 I-2（海外質問票調査））。 
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１０. ブラジル 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 

 

証明標章制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

知的財産権法第123条（Ⅱ）に下記のとおり定義されている。 

 

知的財産権法第123条： 

本法の適用上、次に掲げる定義が適用される。 

(II) 証明標章：ある製品又はサービスが、品質、特性、使用した原料及び方法等に関し、一定の

技術的基準又は規格と合致していることを証明するために使用される標章 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に、特別の規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

・自然人、又は公法若しくは私法に基づく法人（第128条） 

・証明標章については、証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工業的利害関係を

有していない法人に限り、その登録出願をすることができる（第128条(3)）。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

証明標章の登録出願には、次に掲げる事項を記載しなければならない（第148条）。 

・証明の対象とする製品又はサービスの特徴（第148条(Ⅰ)） 

・標章所有者が採用する予定の管理措置（第148条（Ⅱ）） 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

1) 規則に記載すべき項目（商標マニュアル5.15） 

・証明の対象となる商品又は役務の特徴。商品又は役務の種類、品質、性質、使用材料、製造［方

法］、又はサービスの提供［方法］について、特に出願人が重要だと考える事柄を説明すること。 

・証明の対象となる商品又は役務について規定する特定の法律、規則又は技術仕様がある場合には、

製法に添付する必要がある。 

・証明の対象となる商品又は役務が基準に一致していることを証明するために、商標権者が用いる

管理措置、ならびに、不適切な商標の使用の場合の制裁 

2) 規則の審査 

明確な規定はない。 

3) 規則の公開 

明確な規定はない。 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常商標と同じである。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

使用できない。証明標章については、証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工業
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的利害関係を有していない法人に限り、その登録出願をすることができる。第128条(3)）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

使用規約に規定したものとは異なる条件の下で標章が使用されたことは消滅事由となる（第151条

（Ⅱ））。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

1) 許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。

なお、証明標章を使用するためにはライセンスを必要とせず、使用規約中に記載されている使

用許可をもって足りるものとされている（第150条） 

2) 許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できると解される。 

3) 権利者が提起した損損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案さ

れると解される。 

4) 許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録商標の不使用取消しを免れると解される。

許諾によりマークを使用する者による使用が、不使用取消に対する有効な反論となる。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

通常商標と同一である。 

出願料: R$ 415.00、登録料: R$ 745.00、更新料: R$ 1,065.00 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考え方 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造、又は地理的表示であると誤認させる虞が

ある標識は登録することができない（第124条(IX)）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

識別の対象とする製品又はサービスに関連する、一般的な、必然的な、共通の、通常の、若しくは

単に説明的性格の標識、又は製品若しくはサービスについて、その性質、原産国、重量、価格、品質

及び製品の生産若しくはサービス提供の時期に係わる特徴を示すために通常使用される標識は登録

することができない。ただし、十分に識別的形状を具えているものを除く（第124条(VI)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

規定なし。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

該当なし。 
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（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

知的財産権法 第4章 地理的表示（第176-182条） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

規定なし 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

規定なし 

 



 

 

 

 

資料 I-2 
海外質問票調査の各国回答 

（10 か国・地域） 
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海外質問票（証明商標マーク） 
 

 

1.  商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マーク」の保

護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度又はそ

の他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、下記項目ごとにご

回答ください。 

  

 

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度）

の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認識で正しいで

しょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容

について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義  

2 

証明商標の保護対

象に関する特別な

規定 

 

3 出願人の主体要件  

4 
出願時に必要な 

提出書類 

 

5 
使用規則に 

記載すべき項目 

 

6 
出願の審査 

(1) 概要（原則） 

 

7 

出願の審査 

(2) 使用規則の内

容について審査・

品質に関する審査 

 

8 
登録要件 

(1) 主体的要件 

 

9 
登録要件 

(2) 使用規則 

 

10 

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒絶理

由 

 

(b) 絶対的拒絶理

由の例外（使用等

による識別性の獲

得等） 

 

(c) 地理的表示を

含む商標について

の特別な拒絶理由 

 

(d) 地理的表示を

含む商標について

の特別な拒絶理由

(c)の例外 

 

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の 

識別性に関する規

定 

 

(b) 証明商標に特

有の拒絶理由 
 

(c) 証明商標に特

有の拒絶理由(b)の

例外 

 

(d)その他の特則  

11 使用規則の公開  

12 

審査における使用

規則等についての

関係省庁への照会 

 

13 権利の効力  

14 

許諾によりマーク

を使用する者は使

用権者であるか。 

法定の実施権が規

定されているか。 

 

15 

許諾によりマーク

を使用する者が損

害賠償訴訟を提起

できるか。 

 

16 

権利者が提起した

損損害賠償訴訟に

おいて、許諾によ

りマークを使用者

する者の損害が勘

案されるか。 

 

17

通常使用権者と許

諾によるマークを

使用する者の権利

との間に相違があ

るか。 

 

18

第三者の正当な使

用に対する調整規

定 

 

19
商標権者自身の使

用の可否 

 

20

商標権者の管理義

務違反への制裁、

取り消し事由 

 

21

許諾によるマーク

を使用する者の使

用によって、登録

商標の不使用取消

しを免れるか。 

 

22
出願料・登録料・

更新料 

 

 

 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」の保護が受

けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の商標）について記載くだ

さい。その旨が明示的に規定されている条文がある場合、条文番号および条文内容を教

えてください。 

 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度）

の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られて

使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類に

は、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料

検査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認

証機関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用

する商品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る他

の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のもの

と異なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により

識別性を認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもっ

て、「識別性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商

品・役務を、証明がされていない商品・役務との関係で識別

できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、

識別性を生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体

的に記載してください。） 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証

明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのよう

な考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本

来は識別性を有しないものです。これを登録する場合の考え

方は、上記(1)(b)のように、証明される商品・役務が、証明さ

れていない商品・役務と識別されているというものでしょう

か。もし別の考え方により識別性を認定しているのであれば、

その内容を記載してください。 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マ

ーク」について、貴国における実例につき、登録例及び拒絶

例（審決）を数例ずつ例示してください。 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断す

るため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受

けた場合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょ

うか。 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの

識別性の要件に違いがあるか。 

 

 



海外質問票（証明商標） 

- 236 - 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明マーク」の

識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判例１件につき 大 800

語程度） 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、両者の保護

制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、どのような法制

度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、下記の通り

と理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

  

  

  

 

 

 保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別してご回答くだ

さい。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手工芸品・工

業製品、(ⅴ)その他  

 保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制度との違いに

ついて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その内容・保護対

象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、内容の違いを対比して記

載ください。項目 

 

 別添1の表を埋めることでご回答ください。 

 根拠となる法律、審査基準等の条文番号も併せてご回答ください。 

 記載の程度については、別添2の日本国の地理的表示保護制度と地域団体商標制度

（産地名称を保護できる団体商標制度）の例示をご参照ください。 

 地理的表示保護制度が複数ある場合は、セル内で区別して記載頂くか、表をコピー

して、ご使用ください。 

 記載量が多い項目は、欄外に記載頂くことで問題ありません。 

 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その状況について

記載ください。 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制度に関する

相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）における、地理的表

示を保護する他法との調整規定について、該当条文、条文内容を教えてくださ

い。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度を規定してい

る産業財産権法）との調整規定について、該当条文、条文内容を教えてくださ

い。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

 

 

3. その他 

 

（国ごとに設定） 

以上 
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表. 地理的表示を保護する制度と商標制度との違い（別添 2の記載例を参考にご回答ください） 

 （貴国における商標制度以外の 

地理的表示保護制度） 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 
  

(2) 保護対象となり得る名称（どのような

標章について保護され得るか、対象となる

標章に限定があるか（例:地名のみからなる

文字標章は保護され得るか）、一般名称の

取り扱いに関する規定の有無及びその内

容） 

  

(3) 登録主体の要件（法人格の有無、個人・政

府機関の可否、機関に対する公的機関・第三者

機関による認証の要否等） 

  

(4) 主な登録要件（識別性の考え方（周知性が

必要か、生産地との関係が必要か） 
  

(5) 使用方法に関する規定・制限があるか（表

示義務等） 
  

(6) 品質管理に関する規定（品質管理規定

の要否、規定の審査の有無、行政機関によ

る実施体制チェックの有無等） 

  

(8) 効力   

(9) 効力範囲（対象となる商品・サービス

等の範囲、効力が及ばない範囲の規定等） 
  

(9) 他者の不正使用に対する規制手段（行政機

関による取締り、権利者による請求等） 

  

(10) 費用、保護期間等   

(11) 申請先   

(12) その他の特記すべき事項   
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1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

0 法律 
商標法 
施行日：September 16, 2011 

1 
証明商標の

定義 

第45条 (15 U.S.C. § 1127). Certification mark. 
「証明標章」という用語は，語，名称，記号若しくは図

形又はその結合であって，次の条件に該当するものを意

味する。 
(1) その所有者以外の者によって使用されているか，又

は 
(2) それを，その所有者が所有者以外の者に取引上使用

させる誠実な意図を有しており，かつ，この章によって

設定された主登録簿への登録を出願するものであって，

その目的が当該人の商品若しくはサービスに関する地

域的若しくはその他の出所，材料，製造方法，品質，精

度若しくはその他の特徴，又はその商品若しくはサービ

スについての作業若しくは労働が組合若しくはその他

の組織の構成員によって行われたことを証明すること

にあるもの 

2 

証明商標の

保護対象に

関する特別

な規定 

§4 (15 U.S.C. § 1054). 
第4条(15 U.S.C. §1054) 団体標章及び証明標章は登録

することができる 
適用可能な限り，商標登録に関する規定に従うことを条

件として，団体標章及び証明標章は，原産地表示を含め，

登録を求める標章の使用に関して正当な統制を行う者

及び国，州，地方公共団体その他同類のものが，工業上

又は商業上の事業所を有していない場合であっても，こ

の章に基づき，商標と同一の方式により，かつ，同一の

効力をもって，登録することができ，また，登録された

ときは，それらは，商標に関してこの章に定められる保

護を受ける権原を有する。ただし，証明標章が，その標

章の所有者又は使用者が，商品又はサービスであって，

それに付して又は関連してその標章が使用されるもの

を製造若しくは販売し又は提供する旨の虚偽の表示を

するように使用されるときは，この限りでない。本条に

基づく出願及び手続は，商標の登録に関して定められた

ものに実際上可能な限り密接に合致していなければな

らない。 
 

3 
出願人の主

体要件 

TMEP 1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner of 
Certification Mark 
TMEP 1306.03(c) Statement that Applicant Is Not Engaged in 
(orWill not Engage in) Production or Marketing of the 
Goods/Services 
TMEP 1306.04(b) Ownership 
 
<Geographical Indication> 
TMEP 1306.05 Geographic Certification Marks 
TMEP 1306.05(b )(ii) Authority to Control a Geographic 
Certification Mark 

4 

出願時に必

要な提出書

類 

商標規則 § 2.45  
(a) 法1条(a)に基づいて証明標章を登録するための出願

においては、出願は、商標に関して前記諸条によって要

求されるすべての該当要素を含まなければならない。更

にその出願は、次の通りでなければならない。 
証明標章使用の条件を明示すること； 
出願人がその標章の使用に関して適法の管理を行う旨

を主張すること； 
出願人がその標章の適用対象である商品又はサービス

の生産又は販売に従事していない旨を主張すること；及

び 
他人が証明標章をその商品に対して及び／又はサービ

スに関連して使用できるか否かを決定する基準書の写

しを含むこと。 
(b) 法第1条(b)、第44条又は第66条(a)に基づいて証明標

章を登録する出願においては、出願は、商標に関して前

記諸条によって要求されるすべての該当要素を含まな

ければならない。更に出願は、次の通りでなければなら

ない。 
証明標章の使用に関して適法の管理を行うことを意図

している旨を主張すること； 
及び、 
出願人が、§2.76又は§2.88に基づく使用の主張を提出

する場合は、出願人は、他人が証明標章をその商品に付

して及び／又はサービスに関連して使用できるか否か

を決定する基準書の写しを提出しなければならない。 
 
TMEP 1306.02(8) a filing basis 
TMEP 1306.02(1)-(10) (Application Requirements for a 
Certification Mark) 
TMEP 1306.03(a) Certification Statement 
TMEP 1306.03(b) Certification Standards (for use based 
applications) 
TMEP 1306.03(c) Statement that Applicant Is Not Engaged in 
(or 
Will not Engage in) Production or Marketing of the 
Goods/Services 

5

使用規則に 

記載すべき

項目 

明確な規定はない。 

6

出願の審査 

(1) 概要

（原則） 

第1条(15 U.S.C. §1051) 登録出願；真実宣言 
(a)(1) 取引において使用されている商標の所有者は，特

許商標庁に所定の手数料を納付し，かつ，(特許商標庁)
長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された

陳述書並びに長官が命じる通数の，使用されている態様

での商標の見本又は複製を提出することにより，本法に

よって設定されている主登録簿へのその商標の登録を

請求することができる。 
(2) 出願書類は，出願人の住所及び国籍，出願人による

その標章の 初の使用日，出願人によるその標章の取引

における 初の使用日，商品であって，それに関連して

その標章が使用されているものについての表示及びそ

の標章の図面を含んでいなければならない。 
(3) 陳述書は，出願人によって真実宣言がされていなけ

ればならず，また，次の事項を明示していなければなら

ない。 
(A) 真実宣言をする者(真実宣言人)が，同人自身又は同

人が代表して真実宣言をする法人は登録を求める標章

の所有者であると信じていること 
(B) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて，出

願に記載した事実が正確であること 
(C) その標章が取引において使用されていること，並び

に 
(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて，他

人が当該標章を取引において，それと同一の形態におい

ても，また，当該他人の商品に付して又は関連して使用

するときに混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する

虞のある程に類似する形態においても，使用する権利を

有していないこと。ただし，同時使用を主張する個々の

出願においては，出願人は， 
(i) その排他的使用の主張に対する例外を記載しなけれ

ばならず，また 
(ii) 真実宣言人の知識の及ぶ限りにおいて，次の事項を

明示しなければならない。 
(I) 他人による同時使用 
(II) 商品であって，それに付して又は関連して，及び地

域であって，そこにおいて個々の同時使用が存在してい

るもの 
(III) 個々の同時使用の期間，及び 
(IV) 出願人が登録を希望する商品及び地域 
(4) 出願人は，長官が定める規則に従わなければならな

い。長官は，出願のための及び出願日の取得のための要

件を定めた規則を制定しなければならない。 
(b)(1) ある者が，その善意を示す状況の下で，標章を取

引において使用しようとする誠実な意図を有している

ときは，当該人は，特許庁に所定の手数料を納付し，か

つ，長官が定める様式による出願書類及び真実宣言され

た陳述書を提出することにより，その商標の主登録簿へ

の登録を請求することができる。 
(2) 出願は，出願人の住所及び国籍，商品であって，そ

れに関連して出願人がその標章を使用する誠実な意図

を有するものについての表示及びその標章の図面を含

んでいなければならない。 
(3) 陳述書は，出願人によって真実宣言がされていなけ

ればならず，また，次の事項を明示していなければなら

ない。 
(A) 真実宣言をする者が，同人自身又は同人が代表して

真実宣言をする法人はその標章を取引において使用す

る権原を有すると信じていること 
(B) その標章を取引において使用しようとする出願人

の誠実な意図 
 (C) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて，

願書に記載された事実が正確であること，並びに 
(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて，他

人が，当該標章を取引において，それと同一の形態にお

いても，また，当該他人の商品に付して又は関連して使

用する場合に混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞す

る虞のある程に類似する形態においても，使用する権利
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を有していないこと 
ただし，本巻第1126条に従って提出される出願を除き，

出願人が本条(c)及び(d)の要件を満たすまでは，商標登

録はされないものとする。 
(4) 出願人は，長官が定める規則に従わなければならな

い。長官は，出願のための及び出願日の取得のための要

件を定めた規則を制定しなければならない。 
(c) (b)に基づいてなされた出願についての審査中はいつ

でも，その標章を取引において使用してきた出願人は，

(a)の要件を満たすようにその出願を補正することによ

り，この章の適用上，当該使用の利益を主張することが

できる。 
(d)(1) 本巻第1063条(b)(2)に基づいて，標章に関する許

可通知が本条(b)に基づく出願人に対して発行された日

から6月以内に，出願人は特許商標庁に，長官が要求す

る通数の，取引において使用されている標章の見本又は

複製を添え，かつ，所定の手数料を納付して，その標章

が取引において使用されている旨，及びその標章の出願

人による取引における 初の使用日，許可通知に指定さ

れている商品又はサービスであって，その標章が取引に

おいて，それらに付して又は関連して使用されているも

のを明示する真実宣言された陳述書を提出しなければ

ならない。使用陳述書の審査及び受理を条件として，そ

の標章は，特許商標庁に登録されるものとし，登録証が，

商品又はサービスであって，使用陳述書に記載されてお

り，それらについてその標章が登録を受ける権原を有す

るものに関して発行されるものとし，また，登録通知が

特許商標庁の公報に公告されるものとする。当該審査

は，本巻第1052条(a)から(e)までに記載する事項につい

ての審査を含むことができる。登録通知は，その標章が

登録される商品又はサービスを指定しなければならな

い。 
(2) 長官は，(1)に規定した6月期間の満了前に出願人か

らの書面による請求があったときは，(1)に基づく使用

陳述書の提出期限を，1回の6月の追加期間，延長するも

のとする。前記に基づく延長に加え，長官は，出願人が

正当な事由を示したときは，本号に基づいて認められる

後の延長の満了前になされる出願人の書面による請

求に従い，(1)に基づく使用陳述書の提出時期を更に延

長することができるが，それらの期間の合計は24月を超

えないものとする。本号に基づく延長請求には，出願人

がその標章を取引において使用する誠実な意図を継続

して有している旨を記載し，かつ，許可通知書に特定さ

れている商品又はサービスであって，その標章をそれら

に付して又は関連して出願人が取引において使用する

誠実な意図を有しているものを明示する真実宣言され

た陳述書を添付しなければならない。本号に基づく延長

請求は，所定の手数料の納付を伴うものとする。長官は，

本号の適用上，何が正当な事由を構成するかを決定する

ための指針を記載した規則を発出しなければならない。

(3) 長官は，使用陳述書を提出した出願人にその受理又

は拒絶，及び使用陳述書を拒絶したときは，拒絶理由を

通知しなければならない。出願人は，使用陳述書を補正

することができる。 
(4) (1)に基づく使用陳述書又は(2)に基づく延長請求を

適時に提出しないことは，その結果として出願の放棄と

される。ただし，応答の遅延が故意によるものでなかっ

たことを長官が満足できるように証明することができ

た場合はこの限りでなく，その場合は，提出期限は延長

を受けることができるが，その期間は，使用陳述書の提

出期限として(1)及び(2)に指定されている期間を超えな

い範囲とする。 
(e) 出願人が合衆国に住所を有していない場合は，出願

人は特許商標庁に提出する文書により，標章に影響を及

ぼす法的手続における通知又は令状の送達を受けるこ

とができる合衆国居住者の名称及び宛先を指定するこ

とができる。当該通知又は令状は，その書面を前記のと

おり指定された者に対し，前記のとおり届出された 終

の指定において明示された宛先において同人に届ける

か，又は同人に郵送することによって送達することがで

きる。前記のとおり指定された者が 終の指定において

記載された宛先には見当たらない場合，又は登録人が特

許商標庁に提出する文書をもって，その標章に影響を及

ぼす法的手続における通知又は令状の送達を受けるこ

とができる合衆国居住者の名称及び住所を指定してい

ない場合は，当該通知又は令状は，長官宛てに送達する

ことができる。 
 

7 

出願の審査 

(2) 使用規

則の内容に

ついて審

査・品質に

関する審査 

使用規則の内容については審査されない。 
TMEP 1306.04(e) Relationship of §14 (Cancellation) 

 

8 

登録要件 

(1) 主体的

要件 

TMEP 1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner of 
Certification Mark 
TMEP 1306.03(c) Statement that Applicant Is Not Engaged in 
(orWill not Engage in) Production or Marketing of the 
Goods/Services 

TMEP 1306.04(b) Ownership 
 
<Geographical Indication> 
TMEP 1306.05 Geographic Certification Marks 
TMEP 1306.05(b )(ii) Authority to Control a Geographic 
Certification Mark 

9

登録要件 

(2) 使用規

則 

商標規則 § 2.45  
(a) 法1条(a)に基づいて証明標章を登録するための出願

においては、出願は、商標に関して前記諸条によって要

求されるすべての該当要素を含まなければならない。更

にその出願は、次の通りでなければならない。 
証明標章使用の条件を明示すること； 
出願人がその標章の使用に関して適法の管理を行う旨

を主張すること； 
出願人がその標章の適用対象である商品又はサービス

の生産又は販売に従事していない旨を主張すること；及

び 
他人が証明標章をその商品に対して及び／又はサービ

スに関連して使用できるか否かを決定する基準書の写

しを含むこと。 
(b) 法第1条(b)、第44条又は第66条(a)に基づいて証明標

章を登録する出願においては、出願は、商標に関して前

記諸条によって要求されるすべての該当要素を含まな

ければならない。更に出願は、次の通りでなければなら

ない。 
証明標章の使用に関して適法の管理を行うことを意図

している旨を主張すること； 
及び、 
出願人が、§2.76又は§2.88に基づく使用の主張を提出

する場合は、出願人は、他人が証明標章をその商品に付

して及び／又はサービスに関連して使用できるか否か

を決定する基準書の写しを提出しなければならない。 
TMEP 1306.04(b)(i) Exercise of Control 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的

拒絶理由 

§2 (15 U.S.C. §1052) (a)-(e) 
第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録するこ

とができる；同時登録 
出願人の商品を他人の商品から識別することを可能に

する商標は，その性質を理由として，主登録簿に登録す

ることを拒絶されることはない。ただし，その商標が次

に該当するときはこの限りでない。 
(a) 次のものから成り又はそれらを含むこと。不道徳

的，欺瞞的若しくは中傷的な事項；又はある者(生存し

ているか死亡しているかを問わない)，団体，信仰若し

くは国民的な象徴を軽蔑し，若しくはそれらとの関係を

偽って示唆し，又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評

判を落とす虞のある事項；又は地理的表示であって，ぶ

どう酒若しくは蒸留酒に付して又は関連して使用され

る場合に，その商品の原産地以外の場所を特定するもの

であり，かつ，出願人によって，(第19巻第3501条(9)に
定義されている)WTO協定が合衆国に対して効力を生

ずる日から1年以後に初めてぶどう酒若しくは蒸留酒に

付して又は関連して使用されているもの 
(b) 合衆国，何れかの州若しくは地方公共団体，又は何

れかの外国の旗章，紋章若しくはその他の記章又はそれ

らの擬態から成り，又はそれらを含むこと 
(c) 生存中の特定の個人を示す名称，肖像又は署名から

成り，又はそれらを含み(ただし，当該生存者からの書

面による承諾を得ている場合を除く)，又は死去した合

衆国の大統領の氏名，署名又は肖像であって，その未亡

人が生存している期間におけるものであること(ただ

し，未亡人の書面による承認を得ている場合を除く) 
(d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によっ

て合衆国において以前に使用され，かつ，放棄されてい

ない標章又は商号と著しく類似している標章であって，

それが出願人の商品に付して又は関連して使用される

ときは，混同を生じさせ，若しくは誤認を生じさせ，若

しくは欺瞞する虞のあるものから成り，又はそれらを含

むこと。ただし，長官が，同一若しくは類似の標章につ

いての使用の態様若しくは場所又は商品であって，それ

に付して又は関連して当該標章が使用されるものに関

する条件及び制限の下での当該標章の2以上の者による

継続使用が混同，誤認若しくは欺瞞を生ずる虞がないと

決定した場合は，それらの者に対して同時登録を，それ

らの者が次の時期の何れかより先に合法的同時使用の

結果として当該標章を使用する権原を有することにな

ったときに，行うことができる。(1)係属中の出願の出願

日又はこの章に基づいて行われた登録(あれば)の内の

先のもの；(2)1947年7月5日。 
ただし，登録が，1881年3月3日の法律又は1905年2月20
日の法律に基づいて先に行われ，かつ，当該日において

も引き続き完全な効力を保持している場合；又は

(3)1947年7月5日。ただし，出願が1905年2月20日の法律

に基づいてなされ，かつ，1947年7月5日後に登録された

場合。係属中の出願の出願日又は登録に先立つ使用は，

その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録

の承認に同意した場合は，要求されないものとする。長
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官は，管轄権を有する裁判所が，2以上の者が取引にお

いて同一又は類似の標章を使用する権原を有する旨の

終決定をした場合にも，同時登録を行うことができ

る。同時登録をするときは，長官はそれぞれの者に対し，

その標章の使用に関する態様若しくは場所又は商品で

あって，それに付して又は関連して当該標章が登録され

るものについての条件及び制限を定めなければならな

い。 
(e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又

は関連して使用される場合に，それらの商品を単に記述

するか又は欺瞞的に記述するもの；(2)出願人の商品に

付して又は関連して使用される場合に，主として地理的

にこれらの商品を記述するもの。ただし，原産地表示と

して本巻第1054条に基づいて登録することができるも

のを除く；(3)出願人の商品に付して又は関連して使用

される場合に，主として地理的にこれらの商品を欺瞞的

に記述するもの；(4)主として氏姓であるに過ぎないも

の；又は(5)全体として機能的である事項を含むもの 
(f) (a)，(b)，(c)，(d)，(e)(3)及び(e)(5)において明示して除

外されている場合を除き，本条の如何なる規定も，出願

人が使用する標章であって，取引において，出願人の商

品を識別することができるようになっているものの登

録を妨げない。長官は，識別性の主張がなされる日前5
年間にわたる，出願人によるその標章の取引における実

質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を，

当該標章が取引において，出願人の商品に付して又は関

連して使用される場合に，識別性を有するようになって

いる一応の証拠として承認することができる。本条の如

何なる規定も，標章であって，出願人の商品について使

用される場合に，主としてそれらの商品について地理的

に欺瞞的に記述するものであり，かつ，北米自由貿易協

定施行法の制定日前に，出願人の商品について取引にお

ける識別性を有することになっていたものの登録を妨

げない。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は

質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章につ

いては，第13条に基づいて提起される手続に従う場合に

限り，その登録を拒絶することができる。第43条(c)に基

づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化

を生じさせる虞のある標章の登録は，第14条又は第24条
の何れかに基づく手続に従って取り消すことができる。
 
TMEP 1203    Refusal on Basis of Immoral or Scandalous 

Matter; Deceptive Matter; Matter which 
May Disparage, Falsely Suggest a 
Connection, or Bring into Contempt or 
Disrepute 

TMEP 1204    Refusal on Basis of Flag, Coat of Arms, or 
Other Insignia of United States, State or 
Municipality, or Foreign Nation 

TMEP 1206    Refusal on Basis of Name, Portrait, or 
Signature of Particular Living Individual or 
Deceased U.S. President Without Consent 

TMEP 1207    Refusal on Basis of Likelihood of 
Confusion, Mistake, or Deception 

TMEP 1209    Refusal on Basis of Descriptiveness 
TMEP 1210    Refusal on Basis of Geographic Significance

(b) 絶対的

拒絶理由の

例外（使用

等による識

別性の獲得

等） 

第2条 (f) 商標は主登録簿に登録することができる；同

時登録 
 
(f) (a)，(b)，(c)，(d)，(e)(3)及び(e)(5)において明示して除

外されている場合を除き，本条の如何なる規定も，出願

人が使用する標章であって，取引において，出願人の商

品を識別することができるようになっているものの登

録を妨げない。長官は，識別性の主張がなされる日前5
年間にわたる，出願人によるその標章の取引における実

質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を，

当該標章が取引において，出願人の商品に付して又は関

連して使用される場合に，識別性を有するようになって

いる一応の証拠として承認することができる。本条の如

何なる規定も，標章であって，出願人の商品について使

用される場合に，主としてそれらの商品について地理的

に欺瞞的に記述するものであり，かつ，北米自由貿易協

定施行法の制定日前に，出願人の商品について取引にお

ける識別性を有することになっていたものの登録を妨

げない。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は

質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章につ

いては，第13条に基づいて提起される手続に従う場合に

限り，その登録を拒絶することができる。第43条(c)に基

づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化

を生じさせる虞のある標章の登録は，第14条又は第24条
の何れかに基づく手続に従って取り消すことができる。
TMEP 1212 Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning

(c) 地理的

表示を含む

商標につい

ての特別な

拒絶理由 

第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録するこ

とができる；同時登録(e)(2)(3) 
 
(e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又

は関連して使用される場合に，それらの商品を単に記述

するか又は欺瞞的に記述するもの；(2)出願人の商品に

付して又は関連して使用される場合に，主として地理的

にこれらの商品を記述するもの。ただし，原産地表示と

して本巻第1054条に基づいて登録することができるも

のを除く；(3)出願人の商品に付して又は関連して使用

される場合に，主として地理的にこれらの商品を欺瞞的

に記述するもの；(4)主として氏姓であるに過ぎないも

の；又は(5)全体として機能的である事項を含むもの 
 
TMEP 1210  Refusal on Basis of Geographic Significance 

(d) 地理的

表示を含む

商標につい

ての特別な

拒絶理由(c)

の例外 

§2 (15 U.S.C. §1054) 
 
第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録するこ

とができる；同時登録(e)(2) 
 
(e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又

は関連して使用される場合に，それらの商品を単に記述

するか又は欺瞞的に記述するもの；(2)出願人の商品に

付して又は関連して使用される場合に，主として地理的

にこれらの商品を記述するもの。ただし，原産地表示と

して本巻第1054条に基づいて登録することができるも

のを除く；(3)出願人の商品に付して又は関連して使用

される場合に，主として地理的にこれらの商品を欺瞞的

に記述するもの；(4)主として氏姓であるに過ぎないも

の；又は(5)全体として機能的である事項を含むもの 
 
TMEP1306.05(a)  

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商

標の識別性

に関する規

定 

TMEP 1306.01 principal sentence Types of Certification 
Marks 
TMEP 1306.06(a) Distinction Between Certification Mark 
and Collective Mark 
TMEP 1306.01(b) Purpose Is to Certify, Not to Indicate 
Source 

(b) 証明商

標に特有の

拒絶理由 

該当なし 

(c) 証明商

標に特有の

拒絶理由(b)

の例外 

該当なし 

(d)その他の

特則 
TMEP 1306.05(a) 

11
使用規則の

公開 
公開される。 

12

審査におけ

る使用規則

等について

の関係省庁

への照会 

規定はない。 

13 権利の効力 

通常の商標と同じである。 

第32条(15 U.S.C. §1114) 救済手段；侵害；悪意のない

侵害者 
(1) 何人も，登録人の承諾を得ないで， 
(a) 取引において，登録商標の複製，偽造，複写又はも

っともらしい模造を商品又はサービスの販売，販売の申

出，頒布又は広告に関連して使用し，その商品又はサー

ビスに付して又は関連しての当該使用が混同若しくは

錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある場合，又は 
(b) 登録標章を複製し，偽造し，複写し又はもっともら

しく模造し，かつ，当該の複製，偽造，複写又はもっと

もらしい模造を，商品若しくは又はサービスの販売，販

売の申出，頒布又は広告に付して又は関連して取引にお

いて使用される予定のラベル，標識，印刷物，包装，包

み紙，容器又は広告に利用し，その商品又はサービスに

付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を

生じさせ又は欺瞞する虞がある場合は， 
当該人は，次に規定する救済を求める登録人による民事

訴訟において，その責めを負うものとする。(b)に基づい

ては，前記行為が，当該摸造が混同若しくは錯誤を生じ

させ，又は欺瞞するために使用される予定であることを

知りながら行われた場合を除き，登録人は利益又は損害

賠償を回収する権原を有していないものとする。 
本号において使用するときは，「何人」という用語は，

合衆国，そのすべての機関及び付属組織，並びに合衆国

のために，かつ，合衆国の許可及び同意を得て行動する

すべての個人，企業，会社又はその他の者，並びに州，

州の付属組織，及び自己の公的な資格において行動する

州又は州の付属組織の幹部職員又は一般職員を含む。合

衆国，そのすべての機関及び付属組織，並びに合衆国の

ために，かつ，合衆国の許可及び同意を得て行動するす

べての個人，企業，会社，その他の者，並びに州及びそ

の付属組織，幹部職員又は一般職員は，非政府の法主体

と同一の方法により及び同一の範囲においてこの章の

規定の適用を受けるものとする。 
(2) この章の他の規定に拘らず，この章に基づく，侵害

された権利の所有者に対して，又は本巻第1125条(a)若し

くは(d)に基づいて訴訟を提起した者に対して与えられ

る救済手段は，次のものに限定される。 
(A) 侵害者又は違反者が，他人のために，その標章又は
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違反物を印刷する業務に従事しているのみであり，か

つ，同人が悪意のない侵害者又は悪意のない違反者であ

ったことを証明する場合は，侵害された権利の所有者又

は本巻第1125条(a)に基づいて訴訟を提起した者は，当該

の侵害者又は違反者に対しては，将来の印刷に対する差

止命令のみを求める権原を有するものとする。 
(B) 訴えられている侵害又は違反が新聞，雑誌若しくは

他の類似の定期刊行物，又は合衆国法典第18巻第2510条
(12)に定義される電子通信における有料の広告事項に

含まれているか又はその一部である場合は，侵害された

権利の所有者，又は本巻第1125条(a)に基づいて，当該の

新聞，雑誌若しくは他の類似の定期刊行物又は電子通信

に係る発行者又は頒布者に対して訴訟を提起した者の

救済手段は，当該の新聞，雑誌若しくは他の類似の定期

刊行物の将来の号又は当該電子通信の将来の送信にお

ける当該広告事項の提示に対する差止命令に限定され

る。本号の限定は，悪意のない侵害者又は悪意のない違

反者に対してのみ適用される。 
(C) 差止命令による救済は，侵害された権利の所有者又

は本巻1125条(a)に基づいて訴訟を提起した者に対して，

侵害事項又は違反事項を含む新聞，雑誌若しくは他の類

似の定期刊行物の発行又は電子通信に関しては与えら

れないものとするが，ただし，当該定期刊行物の特定号

における又は電子通信における当該の侵害事項又は違

反事項の拡散を制限することが，当該号の配達又は当該

電子通信の送信を，当該配達又は送信に関する通常の時

期より遅らせることになり，かつ，当該遅延が，当該定

期刊行物の出版及び頒布又は当該電子通信の送信が健

全な業務慣行に従って通常行われている方法に起因す

るものであり，かつ，本条を回避するために，又は差止

命令の発出を妨げ若しくは遅延させ又は当該の侵害事

項又は違反事項に関する命令を限定させるために採ら

れる方法又は計画によるものでないことを条件とする。

(D)(i)(I) ドメインネーム登録官，ドメインネーム登録所

又はその他のドメインネーム登録当局であって，(ii)に
記載される，ドメインネームに影響を及ぼす行為を行っ

た者は，当該行為に関し，そのドメインネームが標章を

侵害し又は希釈化していると 終的に裁決されるか否

かに拘らず，何人に対しても金銭的救済について責めを

負わず，又は(II)に規定される場合を除き，差止命令に

よる救済の責めを負わない。 
(II) (I)に記載されるドメインネーム登録官，ドメインネ

ーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局は，当

該の登録官，登録所又はその他の登録当局が次の条件に

該当する場合に限り，差止命令による救済の適用対象と

することができる。 
(aa) ドメインネームの処分に関する訴訟が提起された

裁判所に対して，同裁判所がそのドメインネームの登録

及び使用の処分に関する同裁判所の支配及び権限を確

立するのに十分な書類を早急に提出しなかったこと 
(bb) 裁判所の命令による場合を除き，訴訟の係属中に

ドメインネームを移転，停止若しくはそれ以外に変更を

行ったこと，又は 
(cc) 当該裁判所の命令があった場合に，故意にその命令

に従わなかったこと 
(ii) (i)(I)にいう行為は，ドメインネームを，登録するこ

とを拒絶し，登録から削除し，又は移転し，暫定的に無

力にし，又は恒久的に取り消す行為であって， 
(I) 第43条(d)に基づく裁判所命令に従っているもの，又

は 
(II) 他人の標章と同一であり，混同を生ずる程に類似し

ており若しくはそれを希釈化するドメインネームの登

録を禁止する当該の登録官，登録所若しくは登録当局に

よる合理的な方針の実行として行われるものである。 
(iii) ドメインネーム登録官，ドメインネーム登録所又は

その他のドメインネーム登録当局は，ドメインネームの

登録又は維持により利益を得ようとした悪意の意図が

証明されない限り，ドメインネームの登録又は維持に対

して，本条に基づく損害賠償の責めを負わないものとす

る。 
(iv) 登録官，登録所又はその他の登録当局が，あるドメ

インネームがある標章と同一であり，混同を生ずる程に

類似しており又はそれを希釈化する旨の，他の者による

故意かつ重大な不実表示に基づき，(ii)に記載される行

為を行った場合は，故意かつ重大な不実表示を行った者

は，当該行為の結果として，ドメインネーム登録人に生

じた費用及び弁護士報酬を含む損害賠償に対して，その

責めを負うものとする。裁判所はまた，ドメインネーム

登録人に対し，そのドメインネームの再有効化又はその

ドメインネームのドメインネーム登録人への移転を含

め，差止命令による救済を付与することができる。 
(v) (ii)(II)に記載された方針に基づき，そのドメインネー

ムが停止され，無力化され又は移転させられたドメイン

ネーム登録人は，標章所有者に通知した上で，当該登録

人によるそのドメインネームの登録又は使用は，この章

に基づいて不法ではないことを証明するための民事訴

訟を提起することができる。裁判所はドメインネーム登

録人に対し，ドメインネームの再有効化又はドメインネ

ーム登録人へのそのドメインネームの移転を含め，差止

命令による救済を付与することができる。 
(E) 本号において使用される， 
(i) 「違反者」という用語は，本巻第1125条(a)に違反す

る者を意味し，また 
(ii) 「違反事項」という用語は，本巻第1125条(a)に基づ

く違反の適用対象である事項を意味する。 
 
第34条(15 U.S.C. §1116) 差止命令；執行；訴訟提起に

ついての長官への通知 
(a) この章に基づいて生ずる民事訴訟についての管轄

権を有する個々の裁判所は，特許商標庁に登録されてい

る標章に係る登録人の権利についての違反を防止する

ために，又は本巻第1125条(a)，(c)又は(d)に基づく違反

を防止するために，衡平法上の諸原則に従い，かつ，裁

判所が合理的であるとみなす条件に基づいて，差止命令

を付与する権限を有するものとする。当該差止命令に

は，被告に対し，差止命令の被告への送達後30日以内又

は裁判所が指示する延長期間内に，被告がその差止命令

を遵守している方法及び形態を詳細に記載した宣誓に

基づく報告書を裁判所に提出し，かつ，原告に送達する

ことを指示する規定を含めることができる。審理に基づ

き，被告への通告の後，何れかの合衆国地方裁判所によ

って付与される当該差止命令は，付与された差止命令の

対象である当事者に対し，その当事者を見出すことので

きる合衆国内の何れの地においても送達することがで

き，かつ，有効であるものとし，また，前記差止命令を

付与した裁判所又はその管轄下に被告を見出すことが

できる他の合衆国裁判所が侮辱を罰する手続によって

執行することができる。 
(b) 前記の裁判所は，ここに規定するとおり，前記の差

止命令が，その執行を求められている地方裁判所によっ

て付与されていた場合と全く同様に，差止命令を執行す

る管轄権を有するものとする。差止命令を付与する裁判

所の書記官又は裁判官は，当該差止命令の執行を求める

申請が提出された裁判所が要求した場合は，差止命令を

付与する基礎となった，その職務上のファイル中にある

一切の書類の認証謄本を遅滞なくその裁判所に移送し

なければならない。 
(c) この章の規定に基づいて登録された標章に関する

訴訟又は法的手続が提起されてから1月以内に，その裁

判所の書記官は，長官に対し，それについて書面による

通知をする義務を負うものとし，通知には，知られてい

る範囲において，訴訟当事者の名称及び宛先，並びに提

起された訴訟又は法的手続の対象である1又は2以上の

登録に係る指定番号を整然と記載しなければならず，か

つ，その後，補正，答弁又は訴答によって何れか他の登

録がその訴訟又は法的手続に追加された場合は，書記官

は，長官に対し，それについての同様の通知を出さなけ

ればならない。また，判決が記録されるか又は上訴が行

われてから1月以内に，裁判所の書記官は，それについ

ての通知を長官に出さなければならず，並びに，長官は，

前記の通知を受領したときは直ちに，それを前記の登録

のファイル・ラッパーに記載し，また，それを前記のフ

ァイル・ラッパーの一部に組みこまなければならない。

(d)(1)(A) 商品又はサービスの販売，販売の申出又は頒

布に関する偽造標章の使用を内容とする違反に関し，本

巻第1114条(1)(a)又は合衆国法典第36巻第220506条に基

づいて生ずる民事訴訟事件においては，裁判所は，一方

当事者の申請に基づき，本項に従い，(a)に基づく命令で

あって，当該違反に係る商品及び偽造標章，当該標章の

製造手段，並びに当該違反に係る物品の製造，販売又は

受領を示す記録の差押を規定するものを付与すること

ができる。 
(B) 「偽造標章」という用語は，本項において使用する

ときは，次のものを意味する。 
(i) 標章の偽造であって，その標章が，販売され，販売

の申出がされ又は頒布される当該の商品又はサービス

について，特許商標庁の主登録簿に登録されており，か

つ，使用されているもの。求めている救済の対象者が，

当該標章がそのように登録されていたことを知ってい

るか否かを問わない。又は 
(ii) 紛らわしい表示であって，合衆国法典第36巻第

220506条の理由により，本法の救済手段を使用すること

ができるものと同一であるか又はそれと実質的に識別

することができないもの 
ただし，当該用語は，商品又はサービスに付して又は関

連して使用されている標章又は表示であって，その製造

者又は提供者が問題とされる製造又は提供の時期に，当

該標章を使用する権利の所有者から，そのように製造又

は提供された商品又はサービスの種類について，その標

章又は表示を使用する許可を得ていたものを含まない。

(2) 裁判所は，申請人が，その事情の下での合理的な申

請通知を，その命令が求められている司法地区の合衆国

法務官に出していない限り，本項に基づく申請を受領し

ないものとする。当該申請から生ずる手続が合衆国に対

する犯罪の証拠に影響を及ぼすことがある場合は，当該

法務官は，その手続に参加することができる。裁判所は，

その裁判所が潜在的訴追における公共の利益がそのよ

うに要求すると決定する場合は，当該申請を否認するこ
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とができる。 
(3) 本項に基づく命令を求める申請は，次の条件を満た

していなければならない。 
(A) その命令にとって必要とされる事実認定及び法律

問題に関する結論を裏付けるに足りる事実を十分に立

証している宣誓供述書又は真実宣言された告発状に基

づいていること，及び 
(B) (5)によって要求される追加情報を，その順番に従っ

て含んでいること 
(4) 裁判所は，次の条件が満たされていない限り，その

申請を承認しないものとする。 
(A) 本項に基づく命令を取得する者が，本項に基づく不

法な差押，又は不法な差押の試みの結果として，他人が

回復する権原を有する場合の損害賠償の支払として，裁

判所が十分であると決定する担保を提供すること，及び

(B) 裁判所が特定の事実から，次の事項が明白であると

思われる旨の認定をすること 
(i) 一方的差押命令以外の命令が，本巻第1114条の目的

を達成するのに十分でないこと 
(ii) 申請人が要求された差押を公表していないこと 
(iii) 申請人が，差押命令の対象者が商品又はサービスの

販売，販売の申出，又は頒布に関連して偽造標章を使用

したことを立証することに成功すると思われること 
(iv) 当該差押が命じられなければ，直接かつ回復不能な

損害が生ずるであろうこと 
(v) 差押物件が申請書において特定されている場所に

あると思われること 
(vi) 申請を否認することによる申請人の被害が，申請を

認めることによって差押を命じられる者の合法的な利

益についての被害より大きいこと，及び 
(vii) 差押が命じられる者，又は当該人と協同して行動

する者は，申請人が当該人に通知をしたならば，それら

の物件を廃棄，移動若しくは秘匿し，又はそれ以外の方

法で裁判所が利用できないようにするであろうこと 
(5) 本項に基づく命令は，次の事項を記載しなければな

らない。 
(A) その命令にとって必要な事実認定及び法律問題に

関する結論 
(B) 差し押える物件についての詳細な記述及びその物

件の差押が行われる個々の場所についての記述 
(C) 差押を実行するための期間。この期間は，命令が出

された日から7日以内とする。 
(D) 本項に基づいて提供することを要求される担保の

額，及び 
(E) (10)に基づいて要求される審理の期日 
(6) 裁判所は，本項に基づく命令の対象者を，当該命令，

及び当該命令に基づく差押に関し，原告による又は原告

の要請による公表から保護するための適切な措置を講

じるものとする。 
(7) 本項に基づいて差し押えられる物件は，裁判所の管

理下に置かれるものとする。本条に基づいてなされた差

押について，裁判所は，差し押さえられた記録又は情報

についての開示及び使用に関し，適切な保護命令を出さ

なければならない。保護命令は，当該記録に含まれる秘

密情報，個人情報，財産情報又は特権情報が不適切に開

示又は使用されないことを保証する適切な手続を定め

なければならない。 
(8) 本項に基づく命令は，その付属書類と共に，命令の

対象者が命令の効力について争う機会を持つまでは，封

印されているものとする。ただし，当該命令発出の対象

者は，差押が行われた後，当該命令及び付属書類を閲覧

することができる。 
(9) 裁判所は，本項に基づく命令の写しの送達は，連邦

法執行官(合衆国保安官，又は合衆国の関税局，財務省

秘密検察局，連邦捜査局若しくは郵政省の職員若しくは

代理人等)が行うべきこと，又は州若しくは地方の法執

行官が行うことができることを命じなければならず，そ

れらの者は送達の上，その命令に基づく差押をしなけれ

ばならない。裁判所は，適切な場合は，被告を差押の過

程での営業秘密その他の情報の開示による不当な損害

から保護するための命令を出すものとし，その命令に

は，適切な場合は，申請人(又は申請人の代理人若しく

は従業者)による当該の秘密又は情報の入手を制限する

命令を含めるものとする。 
(10)(A) 裁判所は，当事者全員が権利放棄をした場合を

除き，差押命令において裁判所が定めた日に審理を行う

ものとする。その期日は，命令が発出された日後10日よ

りも早いものであってはならず，かつ，命令が発出され

た日後15日よりも遅いものであってはならないが，ただ

し，その命令の申請人が別の期日とするための十分な理

由を示した場合，又は命令発出の対象である当事者が審

理について別の期日に同意したときは，この限りでな

い。当該審理においては，命令を取得した当事者は，当

該命令を裏付けるために必要な，事実認定及び法律問題

に関する結論を支持する事実がなお有効であることを

立証する義務を負うものとする。当該当事者がその義務

を果たさないときは，その差押命令は，解除されるか又

は適切に修正されるものとする。 
(B) 本号に基づく審理に関連し，裁判所は，その審理の

目的が達成不能となることを防止するために必要なと

きは，民事訴訟規則に基づく証拠開示のための期限を変

更する命令を下すことができる。 
(11) 本項に基づく不法な差押を理由とする損害を受け

た者は，当該差押が行われる基礎となった命令の申請人

に対して訴訟原因を有するものとし，かつ，逸失利益，

物的費用，営業権の損失についての損害賠償，及び差押

が悪意で求められた場合の懲罰的損害賠償を含む，適切

な救済を回復する権原を有するものとし，更に裁判所が

軽減事由を認定した場合を除き，合理的な弁護士報酬を

回収する権利を有するものとする。裁判所は，その裁量

において，本号に基づいて回復される救済に関する審理

前の決定による金利を裁定することができ，その年率は

1986年の内国歳入法第6621条(a)(2)に基づいて設定し，

また，その期間は，その請求人による，本号に基づく請

求を記載した訴答書面の送達の日に始まり，当該回復が

与えられる日までの期間，又は裁判所が適切と考えるそ

れより短い期間とする。 
 
第35条(15 U.S.C. §1117) 利益，損害賠償及び費用の

回収 

(a) 特許商標庁に登録された標章に係る登録人の権利

についての違反，又は本巻第1125条(a)若しくは(d)に基

づく違反，又は本巻第1125条(c)に基づく故意の違反が，

本法に基づいて生ずる民事訴訟において立証された場

合は，原告は，本巻第1111条及び第1114条の規定に従う

ことを条件として，かつ，衡平法の諸原則に従うことを

条件として，(1)被告の利益，(2)原告が蒙った損害の賠

償，(3)その訴訟に係る費用を回収する権原を有するも

のとする。裁判所は，当該の利益及び損害賠償を査定す

るか，又はその指示を基にして，それを査定させなけれ

ばならない。利益を査定するにあたっては，原告は，被

告の販売額についてのみ立証することが要求される。被

告は，主張する費用又は控除額に係るすべての要素を立

証しなければならない。損害賠償の査定においては，裁

判所は，その事件に係る事情に応じ，現実の損害賠償額

と認定された金額を超えるが，当該金額の3倍を超えな

い金額を定める判決を出すことができる。裁判所が，利

益を基にする回収額が不十分であり又は過大であると

認定するときは，裁判所はその裁量において，その事件

に係る事情に応じて，公正であると認定する金額を定め

る判決を出すことができる。前記事情の何れかにおける

その金額は，補償金であって，罰金ではない。裁判所は，

例外的事情においては，勝訴当事者に対して，合理的な

額の弁護士報酬を裁定することができる。 

(b) 偽造標章又は表示(本法第34条(d)に明記)の使用に

関わる事件において，本法第32条(1)(a)又は合衆国法典

第36巻第220506条の侵害についての(a)に基づく損害賠

償の査定においては，裁判所は，軽減事由があると判断

した場合を除き，その侵害が次の事項から構成される場

合は，当該の利益又は損害賠償の何れか大きい額の3倍

の金額に，適正な弁護士報酬を付加したものと定める判

決を出すものとする。 

(1) 標章又は表示を，当該の標章又は表示が偽造標章

(本法第34条(d)に明記)であることを知りながら，商品

又はサービスの販売，販売の申出又は頒布に関連して，

故意に使用すること 

(2) 商品又はサービスの受取人はその商品又はサービ

スを侵害の遂行に使用することになるであろうとの意

思を以って，(1)に規定する侵害の遂行に必要な商品又

はサービスを提供すること 

当該事件においては，裁判所は，その金額についての審

理前の決定による金利を課すことができ，その料率は，

1986年の内国歳入法第6621条(a)(2)に基づいて定めら

れた年利とし，対象期間は，その判決が行われることを

求める要求を記載した，その請求人の訴答書面の送達の

日に始まり，当該判決が行われた日に終わる期間，又は

裁判所が適切であると考えるそれより短い期間とする。

(c) 商品又はサービスの販売，販売の申出又は頒布に関

連する偽造標章(本巻第1116条(d)に定義したところに

よる)の使用に係る事件においては，原告は，事実審裁

判所によって終局判決が下されるまでの如何なる時期

にも，(a)に基づく現実の損害賠償及び利益に代え，商

品又はサービスの販売，販売の申出又は頒布に関連する

当該使用について，次の金額による，法定損害賠償の裁

定額を回収することがでる。(1) 販売され，販売の申出

がされ又は頒布された商品又はサービスの1の種類につ

き，1の偽造標章ごとに＄1,000以上又は＄200,000以下

であって，裁判所が適正であると判断するもの，又は

(2) 裁判所が，偽造標章の使用が故意によるものであっ

たと認定する場合は，販売され，販売の申出がされ又は

頒布された商品又はサービスの1の種類，1の偽造標章に

つき＄2,000,000以下であって，裁判所が適正であると

判断するもの 

(d) 本巻第1125条(d)(1)の違反に係る事件においては，

原告は，事実審裁判所によって終局判決が下されるまで

の如何なる時期にも，現実の損害賠償及び利益に代え

て，1のドメインネームにつき＄1,000以上，＄100,000

以下での法定損害賠償の裁定であって，裁判所が適正で
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あると判断するものを選択することができる。 

(e) 本条にいう違反に関する事件においては，その違反

が救済を決定する目的上故意によるものであることは，

違反者又は違反者と共同して行動する者が，その違反に

関連して使用されたドメインネームの登録，維持又は更

新に際し，重大な虚偽の接触情報をドメインネーム登録

官，ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム

登録当局に対して，知りながら提供したか，又は知りな

がら提供させた場合は，反論可能な推定とする。本項の

如何なる規定も，本条に基づく故意の違反と考えられる

ものを制限しない。 

14 

許諾により

マークを使

用する者は

使用権者で

あるか。 

法定の実施

権が規定さ

れている

か。 

規定はない。 

15 

許諾により

マークを使

用する者が

損害賠償訴

訟を提起で

きるか。 

明確な規定はない。 
E.I. duPont de Nemours & Co. v. Yoshida Intern. Inc., 393 
F.Supp 502, 185 U.S.P.Q. 597, 607-608 (E.D.N.Y. 1978), 
citing Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 
303 F.2d 494,133 U.S.P.Q. 331(2nd Cir.1962) を参照された

い。 

同裁判例は、証明商標の権利者が、証明商標の使用者を

代表して訴訟を提起すべきであるということを示唆し

ている。 

16 

権利者が提

起した損損

害賠償訴訟

において、

許諾により

マークを使

用者する者

の損害が勘

案される

か。 

勘案される。上記15に引用した裁判例を参照されたい。

17 

通常使用権

者と許諾に

よるマーク

を使用する

者の権利と

の間に相違

があるか。 

相違がある。 
TMEP 1306.04(b)(ii) Distinguishing Celiification Mark Use 
from Related-Company Use of Trademark or Service Markを
参照。 
Licenceeとauthorized userの違い 
 

18 

第三者の正

当な使用に

対する調整

規定 

§33 (b)(4) (15 U.S.C. §1115)(b)(4) – Defenses 
第33条(15 U.S.C. §1115) 排他的使用の権利の証拠とし

ての登録；抗弁 
(b) 登録標章を使用する権利が本巻第1065条に基づい

て不可争となった場合は，その登録は，登録標章及びそ

の標章の登録の有効性，登録人のその標章に係る所有

権，並びにその標章を取引において使用する登録人の排

他的権利の確定証拠とする。当該確定証拠は，登録にお

ける又は第1065条の規定に基づいて提出された宣誓供

述書若しくは本巻第1059条の規定に基づいて提出され

た更新出願における条件又は限定に従うことを条件と

して，当該宣誓供述書において又は更新出願で指定され

た商品又はサービスの数が少ない場合は更新出願にお

いて指定された商品又はサービスに付して又は関連し

て，その標章を排他的に使用する権利に係わるものとす

る。登録標章を使用する権利についての当該確定証拠

は，本巻第1114条に定義する侵害の証明の適用に従い，

かつ，次の抗弁又は瑕疵に従うものとする。 
 
(4) 侵害であると告発されている名称，用語又は図形の

使用が，標章としての使用ではなく，当事者の自己の業

務に関する個人名の使用，若しくは当該当事者と関係を

有するものの個人名の使用，又は当該当事者の商品若し

くはサービス又はそれらの原産地を記述し，公正かつ善

意で使用されている用語又は図形の使用であること，又

は 〔略〕 
 

19 

商標権者自

身の使用の

可否 

商標権者自身の使用は許されない。 
 
第45条 (15 U.S.C. § 1127). Certification mark. 
証明標章。「証明標章」という用語は，語，名称，記号

若しくは図形又はその結合であって，次の条件に該当す

るものを意味する。 
(1) その所有者以外の者によって使用されているか，又

は 
(2) それを，その所有者が所有者以外の者に取引上使用

させる誠実な意図を有しており，かつ，この章によって

設定された主登録簿への登録を出願するものであって，

その目的が当該人の商品若しくはサービスに関する地

域的若しくはその他の出所，材料，製造方法，品質，精

度若しくはその他の特徴，又はその商品若しくはサービ

スについての作業若しくは労働が組合若しくはその他

の組織の構成員によって行われたことを証明すること

にあるもの 
 
第14条(15 U.S.C. §1064) 取消 
依拠する理由を記載した，商標の登録を取り消すための

請願書は，所定の手数料の納付を条件とし，何人も，こ

の章によって設定される主登録簿への又は1881年3月3
日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく標章の

登録によって，同人が，本巻第1125条(c)に基づく不鮮明

化による希釈化又は質の低下による希釈化の虞の結果

であるものを含め，損害を受けており又は受けることに

なると考えるときは，次の時期に提出することができ

る。 
(1) この章に基づくその標章の登録の日から5年以内 
(2) 1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基

づいて登録された標章についての本巻第1062条(c)に基

づく公告の日から5年以内 
(3) 次に該当するときはいつでも。すなわち，登録標章

が，その登録に係る商品若しくはサービス，又はその一

部に関して一般名称となるとき，又は機能的であると

き，又は放棄されているとき，又はその登録が詐欺によ

り，若しくはこの章に基づく登録についての本巻第1054
条又は第1052条(a)，(b)若しくは(c)の規定に違反して又

は前記諸法に基づく登録に関する該当先行法の類似の

禁止規定に違反して取得されたとき，又は登録商標が，

商品若しくはサービスであって，それに付して若しくは

関連してその標章が使用されているものの出所を不実

表示する結果となるように，登録人によって若しくはそ

の許可を得て使用されているとき。登録標章が，その登

録に係る商品又はサービスの全部ではないものについ

て一般名称となっている場合は，対象をそれらの商品又

はサービスに限定した登録取消請願書を提出すること

ができる。登録標章は，当該標章が独特の製品又はサー

ビスの名称として又はそれを特定するためにも使用さ

れているという理由のみによっては，商品又はサービス

の一般名称であるとはみなされない。購入者誘導より

は，関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を，

登録標章が，商品又はサービスであって，それに付して

又は関連してその標章が使用されているものの一般名

称となっているか否を判断する上での基準とする。 
(4) 次に該当するときはいつでも。すなわち，その標章

が1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基づ

いて登録されており，かつ，本巻第1062条(c)の規定に基

づいて公告されていなかったとき。 
(5) 次に該当するときはいつでも。すなわち，証明標章

に関する場合であって，その理由が次の事項に該当して

いるとき。登録人が，(A)当該標章の使用を管理してい

ないか若しくは正当に管理することができないこと，又

は(B)その証明標章が適用されている商品若しくはサー

ビスの生産若しくは販売に従事していること，又は(C)
証明行為以外の目的でのその証明標章の使用を許可す

ること，又は(D)当該標章が証明する基準若しくは条件

を維持している者の商品若しくはサービスを証明する

こと若しくは引き続き証明することを差別的に拒絶す

ること。 
ただし，連邦取引委員会は，(3)及び(5)に表示した事由

に基づいて，この章によって設置された主登録簿に登録

された何れの標章についても取消請求をすることがで

き，また，所定の手数料は要求されないものとする。(5)
の如何なる規定も，登録人が，証明制度又は登録人の証

明基準を満たす商品若しくはサービスについて広告し

又は認識を促進するために，その証明標章を使用するこ

とを禁止するとはみなさない。証明標章のそのような使

用は，(5)に基づく取消理由にはならないが，ただし，登

録人が，その同一の証明標章が適用されている，証明さ

れた商品又はサービスを自ら生産，製造又は販売してい

ないことを条件とする。 
 

20

商標権者の

管理義務違

反への制

裁、取り消

し事由 

商標の取消に関する規定はない。商標法第14条（15 
U.S.C. § 1064）に基づく放棄による取消は、第三者が同

法第14条（15 U.S.C. § 1064）に基づき行うことが可能で

ある。 

21

許諾による

マークを使

用する者の

使用によっ

て、登録商

標の不使用

取消しを免

れるか。 

免れることができる。なぜなら、証明商標は、権利者以

外の者によってのみ、使用されるものだからである。 
TMEP 1306.01(a) Use is by Person Other than Owner of 
Celiification Mark.を参照 
 
さらに、マークの取消に関する規定はない。商標法第14
条（15 U.S.C. § 1064）に基づく放棄による取消は、許諾

によりマークを使用する者の使用によって、免れること

ができる。 
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22 

出願料・登

録料・更新

料 

37 C.ER. §2.6 for explanation of fees  
 
出願手数料：＄325.00（TEAS） 
登録更新出願手数料：＄300.00（TEAS） 
 

 

 

 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：保護を受けることができる。証明商標は、その他の商標として使用

されることが可能である。See In re 88 Consortium, Ltd. 28 U.S.P.Q.2d 314 
(T.T.A.B. 1993) 参照。 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 
 

回答：違いはある。証明商標の登録区分の体系については、37 C.F.R. § 6.3
「証明商標の区分表」を参照されたい。 

 
A. Goods 
B. Services 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：その通りである。権利者の基準に従って証明商標が使用されること

が想定されている。 
 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 
 

回答：そうではない。証明商標の権利者は、証明商標を自身の商品・役務

のために使用することはできない。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：識別性の考え方は、通常商標のものと異ならない。ただし、地理的

表示は、それ自体が証明商標であるので例外である。TMEP § 1306.05(d)
「商標法第2条(e)(2)は地理的証明商標には適用されないこと」を参照され

たい。 
 

回答：識別性の考え方に関しては、地理的証明商標を例外として、上記(b)
が妥当する。地理的ではない証明商標について、米国特許商標庁が記述的

商標であると判断する場合には、権利者は、商標法第2条(f)（15 U.S.C. § 
1052(f)）に基づき識別性を獲得したと主張して、主登録簿への登録を申請

することができる。 
 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

                         
59 ジョージア州にある市で、玉ねぎの名産地 

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され

ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 
 

回答： 

上記(1)(b)のようなかたちで識別されているという考え方である。ただし、

地理的証明商標は例外となる。地理的証明商標に関しては、TMEP § 
1306.04「証明商標の出願審査」にあるように、「別段の定めがない限り、

証明商標の登録審査については、その他の商標について採られるのと同じ

手続が採られる。したがって、商標および役務商標に対して一般に適用さ

れる基準が、記述性、権利の部分放棄および混同のおそれといった問題に

ついて考慮する際に用いられる（ただし、地理的な出所のみを表示する証

明商標については、TMEP §§ 1306.05–1306.05(j)を参照のこと）。」 
 

商標法第2条(e)(2)（15 U.S.C. § 1052(e)(2)）は、「地理的出所の表示」を明示

的に除外しているので、地理的表示においては、識別性は考慮されない。

TMEP § 1306.05(a)も参照のこと。 
 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答：添付した、米国特許商標庁のTSDR（商標の状態および書類に関す

る検索）による、登録された証明商標の状態に関する情報を参照されたい。

地理的証明商標の例としては、コロンビア、ダージリン、アイダホ、スイ

ス、ヴィダリア59が挙げられる。品質を表示する証明商標の例としては、

R指定（Rated R）、UL（UNDERWRITERS LABORATOIES INC.）が挙げ

られる。 
 
拒絶例を挙げると、In re Professional Photographers of Ohio. Inc., 149 
U.S.P.Q. 857 (T.T.A.B. 1966)は、記述的であるという理由で、「認定プロ写

真家（CERTIFIED PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER）」の登録拒絶を

支持した。In re National Association of Legal Secretaries (International), 221 
U.S.P.Q. 50 (T.T.A.B. 1983)は、記述的であるという理由で、「認定法律秘書

（PROFESSIONAL LEGAL SECRETARY）」の登録拒絶を支持し 
た。In re Council on Certification of Nurse Anesthetists, 85 U.S.P.Q.2d 1403 
(T.T.A.B. 2007)は、記述的であり識別性を獲得していないという理由で、

「看護麻酔師（CRNA）」の登録拒絶を支持した。地理的証明商標について、

識別性を欠いているという理由で登録を拒絶した事例は発見できなかっ

た。 
 
(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：違いはない。ただし、例外として、地理的商標の登録については、

地理的識別性を理由とした拒絶がなされ得るのに対し、地理的証明商標の

登録はそのようなことはない。 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 

 

回答： 

米国特許商標庁商標審判部の判断事例: 
(1) In re Professional Photographers of Ohio. Inc., 149 U.S.P.Q. 857 (T.T.A.B. 

1966)（記述的であるという理由で「認定プロ写真家（CERTIFIED 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER）」の登録拒絶を支持した） 

(2) In re National Association of Legal Secretaries (International), 221 U.S.P.Q. 
50 (T.T.A.B. 1983)（記述的であるという理由で「認定法律秘書」

（PROFESSIONAL LEGAL SECRETARY）の登録拒絶を支持した） 
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(3) In re Council on Certification of Nurse Anesthetists, 85 U.S.P.Q.2d 1403 
(T.T.A.B. 2007)（記述的であり識別性を獲得していないという理由で「看護

麻酔師（CRNA）」の登録拒絶を支持した） 
 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

Federal Alcohol Administration Act 
 
REGULATIONS Title 27 Code of Federal 
Regulations (CFR) 
 
PART 4 - Labeling and advertising of wine 
27 C.F.R 4.24 (wines) 
 
PART 12 - Foreign nongeneric names of 
geographic significance used in the 
designation of wines 
27 C.F.R. 12.1 (wines) 
 
Part5 - Labeling and advertising of distilled 
spirits 
27 C.F.R. 5.22(k) (spirits) 
 

ワイン、蒸留酒 

 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、 

(ⅳ) 手工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別添 1の表参照。 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答：そのようなルールは発見されなかった。 
 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、条文内

容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答： 

知られているように、そのような調整としては、TMEP § 1306.05(h)の中

で取り扱われているアメリカぶどう栽培地域に関するものが、唯一のタ

イプとして挙げられる。アメリカぶどう栽培地域とは、以下のようなも

のである。 
 

アメリカぶどう栽培地域（AVA）は、関係者の連邦立法手続を通じた請

願により作られたものであり、米国におけるぶどう栽培地域として定義

される。AVA指定はワインラベルに表記され、「ワイン醸造業者および消

費者は、所定の品質、名声又はその他のこの地域で栽培されたぶどうか

ら作られたワインの特徴を、当該地理的原産地に帰することが可能にな

る。」したがって、この指定は、ワインの原産地を正確に記述することを

促し、消費者がワインを特定することを助けるものである。米国財務省

酒 類 た ば こ 税 貿 易 管 理 局 の 、 AVA に 関 す る ウ ェ ブ サ イ ト 
http://www.ttb.gov/wine/ava.shtml を参照されたい（2014年6月30日アク

セス）。 
現在認識されているAVAの指定は、連邦立法手続を経た27 C.F.R.で見

ることができる。AVA指定について、米国財務省酒類たばこ税貿易管理

局は、アルファベット順の指定地域リストを提供している 
https://www.ttb.gov/appellation/us_by_ava.pdf 。 

AVA指定は、その目的と機能の点では、地理的証明商標に類似してい

るが、AVA指定が何らかの種類の出願商標の中に含められると、複雑な

問題をもたらす。したがって、何らかの種類の出願商標がAVA指定を含

んでいる場合には、担当審査官は、当該出願に関して審査活動を始める

前に、商標政策手続管理者（Administrator for Trademark Policy and 
Procedure）に相談しなければならない。 
 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 
 
回答：そのような規定は知られていない、または見つかっていない。 
 

以上 
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別添 1 

表 3.〔米国〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 

地理的表示保護制度 
商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象とな

る物 

 

ワイン、蒸留酒 制限なし 

(2) 保護対象とな

り得る名称 

普通でない地理的表示は保護され得るが、普通の地

理的表示は保護されない。 

普通でない地理的表示は保護され得る。

地名を表す文字のみからなる商標は保護

され得る。 

(3) 登録主体の要

件 

特別な要件はない。ワインまたは酒のラベル上に地

理的表示を使用したい者は、米国政府の酒類たばこ

税貿易管理局に対して、ラベルの許可申請の出願を

行わなければならない。地理的表示をワイン又は酒

のラベルに使用したい者であれば、自然人も法人も

出願することができる。 

自然人も法人も登録者となることができ

る。商標法第 1 条(15 U.S.C.§1051)、
「人」の定義については同法第 45 条(15 
U.S.C. § 1127)を参照。 

(4) 主な登録要件 そのような要件はない。唯一の要件は、地理的表示

の対象となる外国の政府が、当該地理的表示を承認

していることである。酒類たばこ税貿易管理局のウ

ェブサイト https://www.ttb.gov/appellation/index.shtml
に記載されているように、 
「酒類たばこ税貿易管理局は、外国のワインの原産

地名称のリストを得るために、外国政府と交渉を行

っている。酒類たばこ税貿易管理局の規則において

は、外国の原産地名称が記載されたラベルが貼られ

た輸入ワインは、当該原産国内における飲料用のワ

インの成分、製造方法、指定について規制する外国

の法律および規則の要件を満たしていることが求め

られる。」27 C.F.R.§4.25 も参照。 
蒸留酒については、原産地名称それ自体は認められ

ていない。27 C.F.R.§5.22 に識別基準が規定されて

いる。同条は、「スコッチウイスキー」「アイリッ

シュウイスキー」「カナディアンウイスキー」「コ

ニャック」「テキーラ」といった地理的表示を使用

するための要件を定めている。このような蒸留酒

は、その製造について規制する国の法律に従って製

造されなければならない。 

識別性に関する要件はない。 

(5) 使用方法に関

する規定・制限が

あるか（表示義務

等） 

ラベルの貼付けについて要件がある。27 C.F.R.§4.25
および 
https://www.ttb.gov/appellation/index.shtml 
を参照されたい。いずれもワインに関する規定である

が、後者によれば、 
 
・輸入ワインについて： 

・国、外国において州に相当する行政区画、また

は外国において郡に相当する行政区画を原産

地名として表示するもの： 
１．ワインの体積の 75％以上が、ラベル記載の原

産地で栽培されたぶどう（またはその他の農

産物）に由来していること 
２．当該ワインが、当該原産国内で入手可能なワ

インの成分、製造方法、指定について規制す

る外国の法律および規則の要件を満たして

いること 

規定・制限はない。 

 
・ぶどう栽培地域を原産地名称として表示するも

の： 
１．ラベル記載の地域が、郡（地域）の政府によ

って、範囲の限定されたぶどう栽培地域とし

て承認されていること 
２．ワインの体積の 85％以上が、ラベル記載のぶ

どう栽培地域で栽培されたぶどうに由来し

ていること 
３．当該ワインが、当該郡で入手可能なワインの

成分、製造方法、指定について規制する郡の

法律および規則の要件を満たしていること 
 

蒸留酒については、27 C.F.R.§5.22 を参照されたい。

コピーを添付した。 

(6) 品質管理に関

する規定 

そのような規定はない。ただし、原産地名称を表示し

たワインの内容物や、蒸留酒のラベル貼付けについ

て、要件が定められている。ワインについては 27 
C.F.R.§4.25、蒸留酒については 
https://www.ttb.gov/appellation/index.shtml 
と 27 C.F.R.§5.22 を参照されたい。27 C.F.R.§5.22 は、

「識別基準」について規定した条文であり、保護され

る地理的表示を提示している。コピーを添付した。

規定はない。 

(8) 効力 付与される権利は、米国政府の酒類たばこ税貿易管

理局によって認められるラベルに関するものであ

る。付与される権利は、ラベル上で原産地名称を使

用するというものである。 

権利の効力は、登録商標と同じである。商

標法第 4 条（15 U.S.C. §1054）を参照され

たい。 

(9) 効力範囲 対象となる商品の範囲は、ラベルの許可申請がなさ

れている特定のワインまたは酒である。 
（法規定はない。） 

対象となる商品または役務の範囲は、需

要者の認識の中で、証明商標において識

別されている商品または役務と結びつけ

られた範囲である。 
（法規定はない。） 

(9) 他者の不正使

用に対する規制手

段 

酒類たばこ税貿易管理局だけが執行を行う。同局が

我々に述べたところによれば、局は通常、ラベル貼

付の要件に関する違反を監視するための職員は置い

ていないとのことである。その代わり、局は電話ホ

ットラインと電子メール（アドレス tips@ttb.gov）に

通常依拠しており、権利侵害を受けた者または会社

は、あり得る権利侵害について局に報告することが

できる。局はこれを受けて捜査を行い、侵害に対す

る行動をとる。 
 
後者のページが「アルコール飲料宣伝プログラム」

について記載しているという点を指摘しておく。同

プログラムは、「酒類たばこ税貿易管理局の市場コ

ンプライアンスの専門家が、さまざまなメディアか

ら宣伝を自主的に選抜し、これらの宣伝が規制を遵

守しているかどうかをチェックしている」ものであ

るという。我々が電話で聞いた限りでは、この試み

は大したものではない。 

証明商標の権利者は、当該商標について

権利行使することができる。証明商標の

権利者は、その権利を行使するために、権

利侵害と損害賠償に関する訴訟を裁判所

に提起することができる。 

(10) 費用、保護期

間等 

酒類たばこ税貿易管理局にワインラベルの許可申

請を出す場合、費用はかからない。申請が認められ

た場合、保護は無期限である。 
（ただし、法規定はない。この回答は、酒類たばこ

税貿易管理局が口頭で述べたところに基づくもの

である。） 

費用は出願申請の種類によって異なる

が、もっともよく利用されているのは、電

子申請による割安料金であり、１区分ご

とに$275 である。登録がなされた場合、

保護期間は 10 年間であるが、商標を維持

するために、登録後 5 年目と 6 年目の間

に、使用を継続していることを示す証拠
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を提出しなければならない。保護期間は、

満了後 10 年毎に更新することができる。

(11) 申請先 酒類たばこ税貿易管理局が申請先である。 米国特許商標庁が申請先である。 
 
紙の書類による申請も可能であるが、こ

れはオンライン申請よりもかなり高価と

なり、登録手続きも遅くなる。 

(12) その他の特記

すべき事項 

- - 
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海外質問票調査（証明商標）②EU  

 
1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 
証明商標の定

義 

第74a条 EU証明標章 
 1. EU証明標章とは、地理的出所を除き、材料、商品の

製造方法や役務の提供方法、品質、精度その他の特徴に

ついて証明された商品又は役務を、そのような証明のな

い商品又は役務から識別する機能を有するマークの権

利者が証明した商品又は役務につき、それを出願対象と

しており識別することができるマークとして説明され

る、EU商標である。 
 

2 

証明商標の保

護対象に関す

る特別な規定 

第74a条 EU証明標章 
 1. EU証明標章とは、地理的出所を除き、材料、商品の

製造方法や役務の提供方法、品質、精度その他の特徴に

ついて証明された商品又は役務を、そのような証明のな

い商品又は役務から識別する機能を有するマークの権

利者が証明した商品又は役務につき、それを出願対象と

しており識別することができるマークとして説明され

る、EU商標である。 
 
その通りである。「ただし、地理的出所は除く。」との文

言がある。当方が知る限り、これが唯一の特別な規定で

ある。 

3 
出願人の主体

要件 

第74a条 EU証明標章 
 2. あらゆる自然人又は法人（公法によって規律され

る研究所、機関及び団体を含む）は、この者が証明対象

となる種類の商品又は役務の供給に関する事業に従事

していない場合に限り、EU証明標章の出願を行うこと

ができる。 

4 
出願時に必要

な提出書類 

第74b条 EU証明標章の使用に関する規約 
 1. EU証明標章の出願人は、当該証明標章の使用に関

する規約を、出願日から2ヶ月以内に提出しなければな

らない。 
 
第26条 出願が遵守すべき条件 
(1) 共同体商標出願には，次のものを含めなければなら

ない。 
(a) 共同体商標登録の願書 
(b) 出願人を特定する情報 
(c) 求める登録の対象である商品又はサービス

の一覧 
(d) 商標の表示 

(2) 共同体商標出願には，出願手数料及び該当する場合

は1又は2以上の分類手数料の納付を必要とする。 
(3) 共同体商標出願は，第162条(1)にいう実施規則(以下

「実施規則」という)に定める条件を満たさなけれ

ばならない。 

5 

使用規則に 

記載すべき項

目 

第74b条 EU証明標章の使用に関する規約 
 2. 使用に関する規約は、許諾により当該マークを使

用する者、当該マークによって証明される性質、証明団

体がこれらの性質について審査する方法及びマークの

使用について監督する方法を特定しなければならない。

6 

出願の審査 

(1) 概要

（原則） 

第36条 出願条件の審査 
(1) 商標意匠庁は，次の事項について審査する。 

(a) 共同体商標出願が第27条に従い出願日の付与に

関する要件を満たしているか否か 
(b) 共同体商標出願が本規則に定める条件及び実施

規則に定める条件を満たしているか否か 
(c) 該当する場合は，分類手数料が所定の期間内に

納付されているか否か 
(2) 共同体商標出願が(1)にいう要件を満たしてい

ない場合は，商標意匠庁は，出願人に所定の期

間内に欠陥又は納付不履行を是正するよう請求

する。 
(3) (1)(a)により認定された欠陥又は納付不履行が所

定の期間内に是正されない場合は，その出願は

共同体商標出願として処理されないものとす

る。出願人が商標意匠庁の要求に従う場合は，

商標意匠庁は，認定された欠陥又は納付不履行

が是正された日を出願日として付与する。 
(4) (1)(b)により認定された欠陥が所定の期間内に

是正されない場合は，商標意匠庁はその出願を

拒絶する。 
(5) (1)(c)により認定された納付不履行が所定の期間

内に是正されない場合は，その出願は取下とみ

なされる。ただし，納付額が対象にしようとす

る商品又はサービスの範疇が明確である場合

は，この限りでない。 
(6) 優先権主張に関する要件を満たさない場合は，その

出願について優先権を喪失する結果となる。 
(7) 国内商標の先順位に関する要件を満たさない場合

は，その出願について当該権利を喪失する結果とな

る。 
 
第37条 絶対的拒絶理由に関する審査 
(1) 第7条に基づいて，商標が共同体商標出願により包含

された商品又はサービスの一部又は全部について

商標登録に不適切である場合は，その出願は，それ

ら商品又はサービスについて拒絶されるものとす

る。 
(2) 商標が識別性のない要素を含んでいる場合及び当該

要素を商標中に含むことが商標の保護の範囲につ

いて疑義を生じかねない場合は，商標意匠庁は，前

記商標の登録の条件として，出願人がそのような要

素に対する排他権を放棄する旨を宣言するよう要

求することができる。如何なる権利放棄も，共同体

商標の出願又は場合に応じて登録と共に公告する

ものとする。 
(3) 出願人にその出願を取り下げ若しくは補正し又は所

見を提出する機会を与える前に，出願を拒絶しては

ならない。 
 
第74c条 出願拒絶 
 1. EU証明標章の出願は、第36条及び第37条に規定さ

れたEU商標の出願拒絶事由に該当する場合に加え、第

74a条及び第74b条に規定された要件が満たされていな

い場合又は使用に関する規約が公共の政策若しくは受

け入れられている倫理原則に反する場合には、拒絶され

る。 

7

出願の審査 

(2) 使用規

則の内容につ

いて審査・品

質に関する審

査 

第74c条 出願拒絶 
 1. EU証明標章の出願は、第36条及び第37条に規定さ

れたEU商標の出願拒絶事由に該当する場合に加え、第

74a条及び第74b条に規定された要件が満たされていな

い場合又は使用に関する規約が公共の政策若しくは受

け入れられている倫理原則に反する場合には、拒絶され

る。 

8

登録要件 

(1) 主体的

要件 

第74a条 EU証明標章 
 2. あらゆる自然人又は法人（公法によって規律され

る研究所、機関及び団体を含む）は、この者が証明対象

となる種類の商品又は役務の供給に関する事業に従事

していない場合に限り、EU証明標章の出願を行うこと

ができる。 

9

登録要件 

(2) 使用規

則 

第74b条 EU証明標章の使用に関する規約 
 1. EU証明標章の出願人は、当該証明標章の使用に関

する規約を、出願日から2ヶ月以内に提出しなければな

らない。 
 2. 使用に関する規約は、許諾により当該マークを使

用する者、当該マークによって証明される性質、証明団

体がこれらの性質について審査する方法及びマークの

使用について監督する方法を特定しなければならない。

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的 

拒絶理由 

第7条 絶対的拒絶理由 
(1) 次のものは，登録することができない。 

(a) 第4条の要件に従わない標識 
(b) 識別性を欠く商標 

(c) 商品の種類，品質，数量，用途，価格，原産地，

生産時期，サービスの提供時期，又は商品又は

サービスのその他の特徴を示すために取引上使

用されることがある標識又は表示のみからなる

商標 
(d) 通用語において又は善意のかつ確立した商慣習

において常用されるようになっている標識又は

表示のみからなる商標 
(e) 次の形状のみからなる標識 

(i) 商品そのものの性質から生じる形状 
(ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状 
(iii) 商品に本質的価値を与える形状 

(f) 公共政策又は一般に是認された道徳規範に反す

る商標 
(g) 公衆を，たとえば，商品若しくはサービスの性質，

品質又は原産地について欺瞞するような性質の

商標 
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(h) 権限を有する当局によって許可されていない商

標であって，工業所有権の保護に関するパリ条

約(以下「パリ条約」という)第6条の3に従い拒絶

されるべきもの 
(i) パリ条約第6条の3に規定するもの以外の記章，紋

章又は紋章入りの盾を含む商標であって，特定

の公共の利益のためのもの。ただし，その登録に

ついて権限を有する当局の同意がある場合は，

この限りでない。 
(j) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する地理的表

示を含み又はそれよりなる商標であって，当該

産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留

酒についてのもの 
(k) 農産物及び食品についての地理的表示及び原産

地呼称の保護に関する2006年3月20日理事会規

則(EC)No 510/2006に従って登録された，原産地

呼称又は地理的表示を含み又はそれより成る商

標であって，商標登録出願が原産地呼称又は地

理的表示の登録申請の委員会への提出後に行わ

れていることを条件として，当該商標が前記規

則第13条に記載され，かつ，同一種類の製品に関

する状況の1に対応しているとき 

(b) 絶対的拒

絶理由の例外

（使用等によ

る識別性の獲

得等） 

第7条 絶対的拒絶理由 
(3) (1)(b)，(c)及び(d)は，求めている登録の対象である商

品又はサービスについて商標が使用された結果，その商

標が識別性を有するものとなっているときは，適用され

ない。 

(c) 地理的表

示を含む商標

についての特

別な拒絶理由 

第7条 絶対的拒絶理由 
(1) 次のものは，登録することができない。 
 

(c) 商品の種類，品質，数量，用途，価格，原産地，

生産時期，サービスの提供時期，又は商品又は

サービスのその他の特徴を示すために取引上使

用されることがある標識又は表示のみからなる

商標 
(j) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する地理的表

示を含み又はそれよりなる商標であって，当該

産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留

酒についてのもの 
(k) 農産物及び食品についての地理的表示及び原産

地呼称の保護に関する2006年3月20日理事会規

則(EC)No 510/2006に従って登録された，原産地

呼称又は地理的表示を含み又はそれより成る商

標であって，商標登録出願が原産地呼称又は地

理的表示の登録申請の委員会への提出後に行わ

れていることを条件として，当該商標が前記規

則第13条に記載され，かつ，同一種類の製品に関

する状況の1に対応しているとき 
(g) 公衆を，たとえば，商品若しくはサービスの性質，

品質又は原産地について欺瞞するような性質の

商標 
 
Guidelines for examination of European Union trade marks, 
Part B, Section 4, 2.3.2.6 “”Geographical terms 
Chapter 2.10 and 2.11 
 

(d) 地理的表

示を含む商標

についての特

別な拒絶理由

(c)の例外 

該当なし。  
 
第7条(1)(c)を上に含めるのであれば、第7条(3)が適用

されるから、この点は例外となる。おそらく団体標章制

度も適用されるであろうから、第67条(2)（商品の出所

に関する団体標章の記述的特徴について）も例外として

挙げられる。 

(3-2) 証明商標に関する特則 

 

(a) 証明商標

の 

識別性に関す

る規定 

特別な規定は存在しない。したがって、第7条(3)が適用

されるであろう。 

(b) 証明商標

に特有の拒絶

理由 

第74c条 出願拒絶 
 1. EU証明標章の出願は、第36条及び第37条に規定さ

れたEU商標の出願拒絶事由に該当する場合に加え、第

74a条及び第74b条に規定された要件が満たされていな

い場合又は使用に関する規約が公共の政策若しくは受

け入れられている倫理原則に反する場合には、拒絶され

る。 
 2. EU証明標章の出願は、マークの性格や意義に関し

て公衆の誤認を生じるおそれがある場合、特に、証明標

章とは別のものとして受け取られるおそれがある場合

にも、拒絶される。 

(c) 証明商標

に特有の拒絶

理由(b)の例

外 

該当なし。 

(d)その他の

特則 

証明標章には、団体標章に関する特別な規定が適用され

るだろうとは思うが、これはあくまで推測に過ぎない。
 
EU商標実施規則にもガイドラインにも特に規定はない。

11
使用規則の公

開 

第39条 出願の公告 
(1) 共同体商標出願が従わなければならない条件を満た

している場合において，第38条(7)にいう期間が満了して

いるときは，その出願は，第37条により拒絶されない範

囲で公告される。 
(2) 公告後に，第37条に基づいて出願が拒絶される場合

は，拒絶された旨の決定は，それが確定したときに公告

される。 
 
証明標章のセクションに特別な記載はないが、おそらく

上記で正しい。 

12

審査における

使用規則等に

ついての関係

省庁への照会

該当なし。 

13 権利の効力 

第9条 共同体商標により付与される権利 

(1) 共同体商標は，その所有者にその商標についての排

他権を与える。所有者は，自己の同意を得ないで全

ての第三者が次の標識を業として使用することを

阻止する権利を有する。 

(a) 何らかの標識であって，登録されている共

同体商標の対象である商品又はサービス

と同一の商品又はサービスに関して共同

体商標と同一のもの 

(b) 何らかの標識であって，共同体商標と当該

標識との同一性又は類似性，並びに共同

体商標及び当該標識により包含された商

品又はサービスの同一性又は類似性のた

めに，公衆の側に混同を生じる虞が存在

する場合のもの。この場合の混同の虞に

は，その標識と商標との間に連想の虞が

あるときを含む。 

(c) 何らかの標識であって，共同体商標が共同

体において名声を得ている場合及び当該

標識の正当な理由のない使用が共同体商

標の識別性若しくは名声を不正に利用し

又は害する場合は，登録されている共同

体商標の対象である商品又はサービスと

類似しない商品又はサービスに関して共

同体商標と同一又は類似のもの 

(2) 次の事項は，特に，(1)に基づいて禁止することが

できる。 

(a) 当該標識を商品又はその包装に付すこと 

(b) 当該標識の下に，商品を提供すること，商

品を市販すること若しくはこれらの目的の

ために貯蔵すること又はサービスを提供若

しくは供給すること 

(c) 当該標識の下に，商品を輸入又は輸出する

こと 

(d) 当該標識を取引書類及び広告に使用する

こと 

(3) 共同体商標により与えられる権利は，その商標登

録の公告の日から第三者に対抗することができる

ものとする。ただし，共同体商標出願の公告日後に

生じた行為に関しては適切な賠償金を請求するこ

とができ，その行為は，商標登録の公告後にその公

告によって禁止される。当該事件の提起を受けた裁

判所は，登録が公告されるまで事件の実体について

決定することができない。 

14

許諾によりマ

ークを使用す

る者は使用権

者であるか。

法定の実施権

が規定されて

いるか。 

使用権者ではない。 
 
この問いに関して規定した条文はないので、当方として

は、団体標章に関する条文が適用されるだろうと考え

る。したがって、回答としては、法律では規定されてい

ない。これは特別規定である。 

15

許諾によりマ

ークを使用す

る者が損害賠

償訴訟を提起

できるか。 

提起できる。 
 
第74h条 侵害訴訟を提起することのできる者 
 1. EU証明標章の権利者又はこの者によって侵害訴訟

を提起する目的で特に権限を付与された者だけが、権利

侵害に対する訴訟を提起することができる。 
 

16

権利者が提起

した損損害賠

償訴訟におい

て、許諾によ

りマークを使

用者する者の

損害が勘案さ

れるか。 

勘案される。 

 

第74h条 侵害訴訟を提起することのできる者 

 2. 許諾を得ることなくマークの使用がなされた結果

として、許諾によりマークを使用する者が損害を受けた

場合、EU証明標章の権利者は、この者のために賠償請求

を行うことができる。 

17

通常使用権者

と許諾による

マークを使用

する者の権利

第22条(4)によれば、使用権者は、EU商標の所有者によ

って提起された侵害訴訟に参加する権利を有する。 
第41条(1)(a)（および第56条(1)(b)）によれば、使用権者

は、権利者から許諾を受けた場合には、異議申立てまた

は無効宣言の申請をすることができる。 
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との間に相違

があるか。 

許諾によりマークを使用する者は、このようなことをす

ることはできない。 

18 

第三者の正当

な使用に対す

る調整規定 

第12条 共同体商標の効力の制限 
共同体商標は，その所有者に第三者が次のものを業とし

て使用することを禁止する権利を与えるものでない。 
(a) 自己の名称又は住所 
(b) 商品の種類，品質，数量，用途，価格，原産地，

生産時期，サービスの提供時期，又は商品又はサ

ービスのその他の特徴に関する表示 
(c) 商品又はサービスの用途，特に付属品又は部品と

して表示する必要がある場合の商標。 
ただし，その者がそれらを工業上又は商業上の誠実な慣

行に従い使用することを条件とする。 

19 
商標権者自身

の使用の可否 

第74a条 EU証明標章 
 2. あらゆる自然人又は法人（公法によって規律され

る研究所、機関及び団体を含む）は、この者が証明対象

となる種類の商品又は役務の供給に関する事業に従事

していない場合に限り、EU証明標章の出願を行うこと

ができる。 

20 

商標権者の管

理義務違反へ

の制裁、取り

消し事由 

第74i条 取消事由 
 第51条に規定された取消事由に加え、以下の条件のい

ずれかが満たされる場合においても、EU証明標章の権

利者の権利は、欧州連合知的財産庁に対する申立て又は

侵害訴訟における反訴により、取消される。 
 (a) 権利者が第74a条(2)に規定された要件を満たさな

くなった場合 
 (b) 使用に関する規約又は登録簿に記録された修正が

ある場合に、規定された使用条件を満たさないような方

法でマークが使用されるのを防ぐために、権利者が合理

的な手段をとらない場合。 
 (c) 権利者がマークを使用してきた方法が、第74c条
(2)にいうような方法で公衆に誤認を生じさせるおそれ

をもたらした場合。 
 (d) マークの使用に関する規約に対する修正が、第74f
条(2)に違反して登録簿に記録された場合。ただし、マー

クの権利者が、使用に関する規約をさらに修正して、同

条の要件を満たした場合はこの限りでない。 
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許諾によるマ

ークを使用す

る者の使用に

よって、登録

商標の不使用

取消しを免れ

るか。 

第15条(2)によれば、権利者の同意を得てのEU商標の使

用は、権利者自身による使用を構成するものとみなされ

る。 

22 
出願料・登録

料・更新料 

EU団体標章またはEU証明標章の電子的方法による出願

に関する基本費用：1,500ユーロ 
（第26条(2)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、２区分目の商品また

は役務の出願費用：50ユーロ 
（第26条(2)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、３区分目以降の商品

または役務の１区分毎の出願費用：150ユーロ 
（第26条(2)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章の更新に関する基本費

用：1,800ユーロ 
（第47条(3)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章の電子的方法による更新

に関する基本費用：1,500ユーロ 
（第47条(3)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、２区分目の商品また

は役務の更新費用：50ユーロ 
（第47条(3)および第66条(3)または第74a条(3)） 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、３区分目以降の商品

または役務の１区分毎の更新費用： 150ユーロ 
（第47条(3)および第66条(3)または第74a条(3)） 

 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：他の種類の商標としての保護も併せて受けることはできない。つま

り、団体標章としての保護を受けるか、もしくはその他の種類の商

標としての保護を受けるかのいずれかである。 
 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：違いはない。 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：（証明）商標の権利者は、登録された全ての商品／役務について、使

用の有無に関わらず、権利を有する（ 低でも5年間は）。 
 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答：商標の権利者は、登録対象とされた商品または役務についてのみ、

権利を有する。権利が自動的に拡張されることはない。 
 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：通常の商標に関するのと同じルールが適用される。さらに、EU商標

規則第74c条(2)によれば、マークの性格や意義に関して公衆の誤認を生じ

るおそれがある場合、特に、証明標章とは別のものとして受け取られるお

それがある場合にも、EU証明標章への出願は拒絶される。 
 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別性を

有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のように、

証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別されている

というものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定しているので

あれば、その内容を記載してください。 

 

回答：地名を商標として登録することは、関連する商品のカテゴリーにつ

いて、当該地名がすでに有名であったり知られていたりして、それゆえに

当該商品もしくは役務が、関連する人々のグループの認識において地名と

結びつけられている場合、または、当該地名が事業によって使用される可

能性があって、関連する商品もしくは役務の地理的出所を表示するものと

して、当該事業が利用できるようにしておかなければならない場合には、

許されない。(judgments of 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, 
§ 48; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). 

 

地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」につい

て、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ例示

してください。 

 

回答：EUの商標には、このような例はまだ存在しない。 
 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

回答：そのような規定はない。 
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また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答：出願人としては、当該商標が使用を通じて識別性を獲得していると

いうことの証明に努めることができるだろう。 
 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：違いはない。 
 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 

 

回答：証明標章に関する裁判例はない。 
 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

Regulation (EU) No. 1151/2012 of the 
European Parliament and of the Council of 
21 November 2012 on quality schemes for 
agricultural products and foodstuffs 
 

農産物及び食料品 
 

Regulation (EU) No. 1308/2013 of the 
European Parliament and of the Council of 
17 December 2013 
 

ワイン 

Regulation (EU) No 251/2014 of the 
European Parliament and of the Council of 
26 February 2014 on the definition, 
description, presentation, labelling and the 
protection of geographical indications of 
aromatised wine products and repealing 
Council Regulation (EEC) No 1601/91 
 

芳香ワイン 

Council Regulation (EC) No110/2008 of the 
European Parliament and of the Council of 
15January 2008 on the definition，
description，presentation，labelling and 
the protection of spirit drinks 
 

蒸留酒 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

 

回答： 
保護対象となる商品の種類によって保護が異なるということはない。ただ

し、第7(1)(j)条による保護を受けるための要件は、商品の種類によって異

なる。 
 

■ぶどう酒について 
ぶどう酒について、EU規則1308/2008号の第93条によれば、 
(a) 「原産地名称」とは、ある地域、特定の場所又は例外的な場面には国

の名称で、以下の要件を満たすぶどう酒を説明するために用いられる

ものをいう。 
(i) その品質又は特性が、本質的に又はもっぱら、その内在的な自然又は人

的要因を伴う特定の地理的環境によるものであること 
(ii) その材料となるぶどうが当該地域だけから生産されていること。 
(iii) その生産が当該地域で行われていること。および、 
(iv) それがヨーロッパブドウ種Vitis viniferaに属する種類のぶどうから得

られたものであること。 

(b) 「地理的表示」とは、ある地域、特定の場所又は例外的な場面には国

の名称で、以下の要件を満たすぶどう酒を説明するために用いられる

ものをいう。 
(i) その品質、名声又はその他の特性が、当該地理的出所によるものである

こと 
(ii) その材料として使用されたぶどうの少なくとも85％が、当該地域だけ

から生産されていること。 
(iii) その生産が当該地域で行われていること。および、 
(iv) それがヨーロッパブドウ、またはヨーロッパブドウ種に属する種類と

ブドウ属Vitisに属する他の種類との交配種から得られたものである

こと。 
 
■芳香ぶどう酒について 
芳香ぶどう酒（aromatised wines）について、EU規則251/2014号の第2条に

よれば、「地理的表示」とは、当該商品の品質、名声又はその他の特性が

本質的にその地理的出所によるような地域、特定の場所又は国を原産地と

する芳香ぶどう酒商品を特定する表示を意味する。 
 
■蒸留酒について 
蒸留酒について、EC規則110/2008号の第15(1)条によれば、「地理的表示」

とは、蒸留酒が、当該蒸留酒の所与の品質、名声またはその他の特質をそ

の地理的出所に本質的に帰属させることができるような、ある国の地域、

当該地域内の地方または場所を生産地としているということを識別する

表示である。 

 

■農産物および食料品について 
後に、農産物および食料品について、EU規則1151/2012号の第5条によ

れば、「原産地名称」とは、以下のような商品を特定する名称のことであ

る。 
(a) 特定の場所，地域又は例外的な場合に国を原産地とすること  

(b) その品質又は特性が，本質的に又はもっぱら，その内在的な自然又は

人的要因を伴う特定の地理的環境によるものであること  

(c) その生産段階のすべてが限定された地理的区域内で行われること 

 

「地理的表示」とは、以下のような商品を特定する名称のことである。 

(a) ある特定の場所，地域又は国を原産地とすること  

(b) その所与の品質，評判又はその他の特性を本質的にその地理的原産地

に帰し得ること  

(c) その生産段階の少なくとも1つが限定された地理的区域内で行われる

こと 
 
 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答： 
地理的表示制度の使用は、当該商品が特定の場所を原産地としていて特定

の品質を有するということを示すものとして、有用である。これに対して、

商標は、商品が特定の会社に由来するものであることを識別するために使

用される。 
 
地理的表示権は、当該表示の使用権を有する者に対し、適用基準を満たさ

ない商品を製造する第三者が当該表示を用いるのを禁止することを認め

るものである。しかし、地理的表示保護は、権利者に対し、他者が当該表

示のための基準を満たした技術を用いて商品を製造するのを禁止するこ

とを認めるものではない。 
 
 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答： 
出願審査においては、EU商標規則第7条(1)(j)に適合しているか否かがチェ
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ックされる。当該商標より以前の地理的表示を根拠にして、商標に対して

異議を申立てることも可能（第8条(4a)）であり、第53条(1)(d)の意味におけ

る無効宣言の申請を行うことも可能である。したがって、この規定への適

合については3度にわたってチェックされることになる。 
 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答：審査時あるいは登録後について、下記の通り。 
 
■ぶどう酒について 
ぶどう酒の地理的表示の保護に関するEU規則第1308/2013号 
（ Regulation (EU) No 1308/2013  on the protection of geographical 
indications for wines ） 
Article 102(2) 
 
■芳香ぶどう酒について 
芳香ぶどう酒の地理的表示の保護に関するEU規則第251/2014号 

（Regulation (EU) No 251/2014 on the protection of geographical 
indications for aromatised wines） 

Article 18(2) and Article 19 
 
■蒸留酒について 
蒸留酒の地理的表示の保護に関するEC規則第110/2008号 

（Regulation (EC) No 110/2008  on the protection of geographical 
indications for spirit drinks） 

Article 23(3) 
 
■農産物及び食料品について 
農産物及び食料品の地理的表示の保護に関するEU規則第1151/2012号 

（Regulation (EU) No 1151/2012  on the protection of geographical 
indications for agricultural） 

Article 10(1)(c) 
 
 
3. その他 
3.1 2015年の連合証明標章の導入について 
3-1-1 導入の背景、理由について教えてください。 
 
回答：EU法を国際的慣習に適合させるためである。 
 
3-1-2 ガイドライン中に連合証明標章に関する言及はありますか。 
 

回答：ガイドラインの中には、証明標章に関連した情報は存在しない。 
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表 3. 〔EU〕地理的表示を保護する制度と商標制度との違い 

 

地理的表示保護制度 
商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象

となる物（商

品・サービス

等） 

■ぶどう酒について 

ぶどう酒の地理的表示の保護に関するEU規則第

1308/2013号（Regulation (EU) No 1308/2013  on 
the protection of geographical indications for wines ）
 
■芳香ぶどう酒について 
芳香ぶどう酒の地理的表示の保護に関するEU規

則第251/2014号（Regulation (EU) No 251/2014 on 
the protection of geographical indications for 
aromatised wines） 
 
■蒸留酒について 
蒸留酒の地理的表示の保護に関するEC規則第

110/2008号（Regulation (EC) No 110/2008  on the 
protection of geographical indications for spirit 
drinks） 
 
■農産物及び食料品について 
農産物及び食料品の地理的表示の保護に

関する EU 規則第 1151/2012 号 
（ Regulation (EU) No 1151/2012  on the 
protection of geographical indications for 
agricultural） 

全ての商品/役務（法上の限定はない） 

(2) 保護対象
となり得る名
称 

地域、場所、国（上の 4 つの規則について同

じことが当てはまる） 
 

EU 商標規則および判例法に従っている限り、あ

らゆる種類の名称が保護を受けられる。 

(3) 登録主体

の要件 

■ぶどう酒について 

EU規則第1308/2013号 

第95条：生産者のあらゆる利益団体又は例外的で

適切に正当化できる場合には1名の生産者は、原

産地名称又は地理的表示の保護を申請すること

ができる。他の利益団体は、当該申請に参加する

ことができる。 

2. 生産者は、自身が生産するワインについての

み、保護を申請することができる。 

3. 国境を越えた地域を示す名称又は国境を越え

た地域に結びつけられた伝統的名称の場合、共同

申請を行うことができる。 

 
■芳香ぶどう酒について 
EU規則第251/2014号 
第12条 
1. 生産者のあらゆる利益団体又は例外的な場合

には1名の生産者は、地理的表示の保護を申請

することができる。他の利益団体は、当該保護

申請に参加することができる。 
2. 生産者は、自身が生産する芳香ぶどう酒商品

についてのみ、保護を申請することができる。

3. 国境を越えた地域を示す名称の場合、国境を

越えた地域を示す名称又は国境を越えた地域

に結びつけられた伝統的名称の場合、共同申

第 74a 条 EU 証明標章 
 2. あらゆる自然人又は法人（公法によって規

律される研究所、機関及び団体を含む）は、この

者が証明対象となる種類の商品又は役務の供給

に関する事業に従事していない場合に限り、EU
証明標章の出願を行うことができる。 

請を行うことができる。 
 
■蒸留酒について 
蒸留酒についての規定はない。 

 
■農産物及び食料品について 
EU規則第1151/2012号 
第 8 条：出願人団体（第 3 条(2)）にいう「団体」

とは、法的形態を問わず、主に生産者又は当該商

品に関してともに業務を行っている加工業者か

らなるあらゆる協会を意味する）。 

(4) 主な登録

要件 

■ぶどう酒について 
EU規則第1308/2013号の第93条及び第101条 
 
■芳香ぶどう酒について 
EU規則第251/2014号の第2条によれば、「地理的

表示」とは、当該商品の所与の品質、名声又はそ

の他の特質をその地理的出所に本質的に帰属さ

せることができるような、ある国の地域、当該地

域内の地方または場所を芳香ぶどう酒商品の生

産地としているということを識別する表示であ

る。 
 
■蒸留酒について 
EC規則第110/2008号の第15条(1)によれば、「地理

的表示」とは、当該蒸留酒の所与の品質、名声ま

たはその他の特質をその地理的出所に本質的に

帰属させることができるような、ある国の地域、

当該地域内の地方または場所を蒸留酒の生産地

としているということを識別する表示である。 
 
■農産物及び食料品について 
EU規則第1151/2012号 
第 5 条による。 

地名を商標として登録することは、関連する商品

のカテゴリーについて、当該地名がすでに有名で

あったり知られていたりしており、したがって当

該商品もしくは役務が、関連する人々のグループ

の認識において地名と結びつけられている場合、

または、当該地名が複数の事業によって使用され

る可能性があって、関連する商品もしくは役務の

地理的出所を表示するものとして、当該事業が利

用できるようにしておかなければならない場合

には、許されない。 
(judgments of 15/01/2015, T-197/13, MONACO, 
EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, 
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). 

(5) 使用方法

に関する規

定・制限があ

るか 

■ぶどう酒について 
EU 規則第 1308/2013 号 
第 82 条、第 88 条、第 119 条、第 120 条 
 
■芳香ぶどう酒について 
第 8 条 
芳香ぶどう酒の説明及びラベルにおける用語に

ついて 
1. 本規則付録 II 内にイタリックで記載されてい

る販売名称は、芳香ぶどう酒のラベル又は説明

の中では翻訳してはならない。 
本規則内で規定された追加個別事項は、複数の

語として表現されている場合、EU の公用語の少

なくとも 1 言語によって表記しなければならな

い。 
2. 本規則により保護された地理的表示の名称

は、たとえ当該地理的表示が、第 5 条(4)による

販売名称を代用している場合であっても、ラベ

ルの中では、それが登録された１つ又は複数の

言語によって表記しなければならない。 
本規則により保護された地理的表示の名称が、

ラテン文字のアルファベット以外のものによっ

て表記されている場合、EU の公用語の少なくと

も 1 言語によっても表記しなければならない。 
 

第74e条 欧州連合証明標章の使用 
 第 74b 条の使用に関する規約に基づいて使用

する権限を有するあらゆる者によるEU証明標章

の使用は、本規則に規定された EU 商標の使用に

関する他の要件が満たされている限り、本規則の

要件を満たすものでなければならない。 
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■蒸留酒について 
第 11-12 条、第 14 条 
 

■農産物について 

第12条第3項第4項 

3. EUを原産地とする商品が、本規則で規定され

た手続きに従って登録された原産地保護または

地理的表示保護を受けて販売されている場合に

は、当該商品に関連しているEUのマークをラベ

ルに表記しなければならない。さらに、商品の登

録名称も見える同じ場所に表記すべきである。

「原産地保護」もしくは「地理的表示保護」の表

示、またはこれらに対応する略語「PDO」もしく

は「PGI」をラベルに表記すべきである。 

4. さらに、以下もラベルに表記すべきであ

る：第 5 条にいう原産地域の説明、当該原産

地域が位置する加盟国および／または地方

に言及した文章、図形もしくはシンボル。 

(6) 品質管理に

関する規定 

■ぶどう酒について: Articles 94, 96, 97  
■芳香ぶどう酒について: Articles 13,14. 
■蒸留酒について: Articles 5, 22, 24 
■農産物について: Articles 5, 49, 50 

規定なし 

(8) 効力 ■ぶどう酒について Article 103 
■芳香ぶどう酒について: Article 20 
■蒸留酒について: Article 16 
■農産物について Article 13 

第9条 欧州連合商標により付与される権利 
(1) 欧州連合商標は，その所有者にその商標につ

いての排他権を与える。所有者は，自己の同意を

得ないで全ての第三者が次の標識を業として使

用することを阻止する権利を有する。 
(a) 何らかの標識であって，登録されている欧州

連合商標の対象である商品又はサービスと同一

の商品又はサービスに関して共同体商標と同一

のもの 
(b) 何らかの標識であって，欧州連合商標と当該

標識との同一性又は類似性，並びに欧州連合商標

及び当該標識により包含された商品又はサービ

スの同一性又は類似性のために，公衆の側に混同

を生じる虞が存在する場合のもの。この場合の混

同の虞には，その標識と商標との間に連想の虞が

あるときを含む。 
(c) 何らかの標識であって，欧州連合商標が共同

体において名声を得ている場合及び当該標識の

正当な理由のない使用が欧州連合商標の識別性

若しくは名声を不正に利用し又は害する場合は，

登録されている欧州連合商標の対象である商品

又はサービスと類似しない商品又はサービスに

関して欧州連合商標と同一又は類似のもの 

(9) 効力範囲 保護される商品は、規則による。ぶどう酒に関す

る規則はぶどう酒を保護する、などである。 

第9条 

(9) 他者の不

正使用に対す

る規制手段 

■ぶどう酒について Article 103 

■芳香ぶどう酒について: Article 20 

■蒸留酒について: Article 16 

■農産物について Article 13 

権利者による請求 第 9 条 

(10) 費用、保

護期間等 

■ぶどう酒について： 
EU 規則第 1308/2013 号 
第 108 条（条件的支払い： EU は強制していない

が、各国の省庁が定めている場合には支払いをし

なければならない） 
規則には何も情報を見つけることができなかっ

たので、おそらく料金は各国の省庁によって定め

られているのであろう。 
 
■農産物について：第 47 条（条件的支払い）。

関連する情報を見つけることができなかったの

で、加盟国のさまざまなルールによるのではない

かと思われる。 

EU団体標章またはEU証明標章の電子的方法に

よる出願に関する基本費用（第26条(2)および第

66条(3)または第74a条(3)）：1,500ユーロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、２区分目の商

品または役務の出願費用（第26条(2)および第66
条(3)または第74a条(3)）：50ユーロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、３区分目以降

の商品または役務の１区分毎の出願費用（第26条
(2)および第66条(3)または第74a条(3)）：150ユー

ロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章の更新に関する

基本費用（第47条(3)および第66条(3)または第74a
条(3)）：1,800ユーロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章の電子的方法に

よる更新に関する基本費用（第47条(3)および第

66条(3)または第74a条(3)）：1,500ユーロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、２区分目の商

品または役務の更新費用（第47条(3)および第66
条(3)または第74a条(3)）：50ユーロ 
 
EU団体標章またはEU証明標章で、３区分目以降

の商品または役務の１区分毎の更新費用（第47条
(3)および第66条(3)または第74a条(3)）：150ユー

ロ 

(11) 申請先 ■ぶどう酒について：Articles 22 
■芳香ぶどう酒について：Articles 96 
■蒸留酒について：Articles 13. 
■農産物について：Articles 49 
 

規則 79 書面又は他の方法による通信 
共同体商標登録出願，並びに理事会規則に定めるそ

の他全ての申請及び商標意匠庁（欧州連合知的財産

庁）宛になされる全ての通信は，次の方法により提

出する。 
(a) 当該書類の署名入り原本を郵便，直接の手渡

し，又は他の何らかの手段により商標意匠庁に提出

する方法 
(b) 規則 80 に従い，書類をファクシミリ装置によ

り送信する方法 
(c) (削除) 
(d) 規則 82 に従い，通信の内容を電子的手

段により送信する方法 

(12) その他の

特記すべき事

項 

なし なし 

 



海外質問票調査（証明商標）③英国 

- 255 - 

海外質問票調査（証明商標）③英国 
 

 
1.  商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マ

ーク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等（1994年 商標法） 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義 

第50条 証明標章 
(1) 証明標章とは，当該標章が使用される商品又は

サービスについて，その原産地，原材料，製造方法

若しくは提供方法，品質，精度又はその他の特徴が

標章の所有者によって証明されていることを表示

する標章をいう。 

2 

証明商標の保護

対象に関する特

別な規定 

附則2 パラグラフ3「原産地表示」 
(1) 第3条(1)(c)に拘らず，取引において商品又はサ

ービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は表

示からなる証明標章は，登録することができる。 
(2) ただし，当該標章の所有者は，工業上又は商業

上の公正な慣行に従った(特に，地理的名称を使用す

る権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁

止する権原を有さない。 

3 
出願人の主体要

件 

附則2 パラグラフ 4  「標章の所有者の営業の内

容」 
証明標章は，標章の所有者が証明に係る種類の商品

又はサービスの供給を含む営業を行っている場合

は，登録されない。 
 
附則2 パラグラフ 7(1)(b) 「規約の承認等」 
(1) 証明標章は，次のことを満たさない限り，登録

されない。 
(b) 出願人が，標章が登録されるべき商品又はサー

ビスを証明することができること 
 

商標マニュアル パラグラフ3.4.1 
「出願人の資格と能力： 
団体商標（権利者は、構成員のいる団体でなければ

ならない）とは異なり、証明商標の権利者について

は、出願人／権利者が法人格を有していなければな

らないということを除き、制限はない。もっとも、

証明商標は通常、自分たちの特定の分野についての

基準を監視し維持することに利害を有する事業者

団体またはその他の類似した団体によって出願さ

れるものである。 
 

商標マニュアル パラグラフ2.4  
「通常の商標との棲み分け： 
証明商標の審査中に、当該証明商標に関わる商品ま

たは役務につき、出願人が先行する通常の商標の権

利者でもあることが判明した場合、これは、当該証

明商標の権利者が、証明の対象となる商品の供給に

関する事業も遂行しているということを一応明ら

かに示すものとみなされる。これは相対的に判断さ

れるものではないので、例えば問題となるマークが

類似している必要はない。この場合、商標法附則2の
パラグラフ4に基づいて拒絶理由が提起されること

になる。」 

4 
出願時に必要な 

提出書類 

附則2 パラグラフ6(1) 「証明標章の使用を管理する

規約」 
(1) 証明標章の登録出願人は，当該標章の使用を管

理する規約を登録官に提出しなければならない。 
 

5
使用規則に 

記載すべき項目

附則2 パラグラフ6(2) 「証明標章の使用を管理する

規約」 
(2) 規約には，標章の使用を許可された者，標章に

より証明されるべき特徴，認証機関が当該特徴を試

験する方法及び標章の使用を管理する方法，標章の

運用について納付すべき手数料(ある場合)並びに

紛争を解決するための手続を表示しなければなら

ない。規約が満たさなければならない更なる要件を

規則により課すことができる。 

 

商標マニュアル パラグラフ3.4.2 

「規約の内容：規約において必要とされる情報につ

いては、商標法附則2のパラグラフ6に詳述されてい

る。明確にする必要のある情報は、以下の通りであ

る。 

- 当該マークの使用を許可された者 

- 標章により証明されるべき特徴 

- 認証機関が当該特徴を試験する方法及び標章の

使用を管理する方法 

- 手数料（ある場合） 

- 紛争を解決するための手段」 

 

2008年統合商標規則 第29条 
「団体商標および証明商標の規約の提出（商標法附

則1および附則2（様式TM35））： 
29. 団体商標または証明商標の登録出願を行う場

合、出願人は、登録官が指定する3か月以上の期間内

に、様式TM35にマークの使用に関する規約の写し

を添えて提出しなければならない。 

6

出願の審査 

(1) 概要 

（原則） 

第37条 出願の審査 
(1) 登録官は，商標登録出願が本法の要件(規則によ

って課される要件を含む)を満たしているか否かに

ついて審査する。 
(2) この目的上，登録官は，必要と認める範囲で先

の商標の調査を行う。 
(3) 登録官は，登録のための要件が満たされていな

いと認める場合は，出願人にその旨を通知し，かつ，

登録官が定める期間内に説明又は出願の補正をす

る機会を与える。 
(4) 出願人がこれらの要件を満たしていることを登

録官に認めさせることができない場合， 
要件を満たすように出願を補正することができな

い場合又は定められた期間の末日までに応答する

ことができない場合は，登録官は，出願の受理を拒

絶する。 
(5) 登録官は，登録のための要件が満たされている

ものと認める場合は，出願を受理する。 
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7 

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容について

審査・品質に関

する審査 

附則2 パラグラフ7 「規約の承認等」 
(1) 証明標章は，次のことを満たさない限り，登録

されない。 
(a) 標章の使用を管理する規約が， 
(i) 第6 項(2)及び規則により課された更なる要件を

満たしていること，及び 
(ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反さないこ

と，並びに 
(b) 出願人が，標章が登録されるべき商品又はサー

ビスを証明することができること 
(2) 出願人は，証明標章の登録出願の日後であって

所定の期間の満了前に，規約を登録官に提出し，か

つ，所定の手数料を納付しなければならない。出願

人がそうしない場合は，出願は取り下げられたもの

とみなされる。 
 

附則2 パラグラフ8 
(1) 登録官は，第7 項(1)にいう要件が満たされてい

るか否かを判断する。 
(2) 登録官は，これらの要件が満たされていないと

認める場合は，出願人にその旨通知し，かつ，登録

官が定める期間内に意見を陳述する又は修正され

た規約を提出する機会を与える。 
(3) 出願人が，これらの要件が満たされていること

を登録官に納得させること若しくはこれらの要件

を満たすように修正した規約を提出することをせ

ず，又は定められた期間の満了前に応答しなかった

場合は，登録官は出願を拒絶する。 
(4) 登録官は，これらの要件及びその他の登録要件

が満たされていると認めた場合は，出願を受理し，

かつ，第38 条(公告，異議申立手続及び意見の提出)
に従い手続をする。 
 
 
商標マニュアル パラグラフ3（「証明商標／団体商

標の使用に関する規約の審査」） 
パラグラフ3.1 規約とその承認 
「証明商標および団体商標の使用に関する規約の

提出が要求される理由は、いくつか存在する。当該

マークを使用したいと考えるあらゆる者が、関連情

報（出願が公開されると、規約は公衆の閲覧に供せ

られる）を容易に閲覧することができ、許諾により

マークを使用する者が当該マークを使用できるよ

うになる以前に満たさなければならない要件につ

いて理解することができるためには、マークの使用

に関する規約が明確で閲覧可能でなければならな

い。 
さらに、登録官は、当該規約が公共の政策または受

け入れられた倫理に反さないように確保する、公益

的な役割と言える機能を有する。証明商標の使用に

関する規約について検討する場合、この点がきわめ

て重要である。証明商標の登録は、重要な業界水準

を市場に導入するものであるから、登録官は、当該

規約がマークの使用を不正に制約（例えば、過度に

高い料金を課する）し、反競争的な結果をもたらす

ようなものではないことを確信している必要があ

る。 
マークの登録を許可する前に、規約が登録官によっ

て承認されている必要がある。規約は、必要な内容

を満たしていなければならず、公共の政策または倫

理に反するものであってはならず、さらに、証明商

標においては、出願人は証明を行うための能力を有

していなければならない。これらの要件に関する詳

細は、後述する。」 
 
パラグラフ3.2 出願の時期および方法 
「商標法は、団体商標および証明商標の規約につい

て、出願がなされてから3か月以上の期間内に提出

しなければならないと規定している。実務上は、規

約の審査は、 初の審査事項が決着してからしか行

われないので、出願人は、この理由に基づき、この

3か月以上の期間を延長することを申請できる。

初の審査事項が 初の期間内に決着した場合にも、

規約をまとめるためにさらなる時間を要するよう

であれば、期間延長の申請は可能である。あらゆる

期間延長と同様、この期間延長の申請も、なぜさら

なる時間が必要であるかについて説明した適切な

理由を付さなければならない。 
規約それ自体は、様式TM35に費用200ポンドを添え

て提出しなければならない。規約が複数の出願につ

いてカバーする場合も、1個の様式と1件の費用だけ

でよい。 
規約が提出されると、審査が行われる。規約が承認

できないものである場合、登録官が承認できるよう

な形式になるまで、修正することができる。参照の

容易性と明確性のため、規約は、必要な情報を記載

した1個の書類にまとめられることが望ましい（後

述）。ただし、相互参照をできるようにするための補

足書類を添付することは許される。 

8 登録要件 附則2 パラグラフ4 「標章の所有者の営業の内容」

(1) 主体的要

件 

証明標章は，標章の所有者が証明に係る種類の商品

又はサービスの供給を含む営業を行っている場合

は，登録されない。 
 
附則2 パラグラフ 7(1)(b) 「規約の承認等」 
(1) 証明標章は，次のことを満たさない限り，登録

されない。 
(b) 出願人が，標章が登録されるべき商品又はサー

ビスを証明することができること 

9
登録要件 

(2) 使用規則 

附則2 パラグラフ 7(1)(a)「規約の承認等」 
(1) 証明標章は，次のことを満たさない限り，登録

されない。 
(a) 標章の使用を管理する規約が， 
(i) 第6項(2)及び規則により課された更なる要件を

満たしていること，及び 
(ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反さないこ

と， 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的 

拒絶理由 

第3条 「登録の絶対的拒絶理由」 

(1) 以下のものは登録されない。 

(a) 第1条(1)の要件を満たさない標識 

(b) 識別性を欠いている商標 

(c) 商品若しくは役務の種類、品質、数量、用途、

価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品

若しくは役務のその他の特徴を表すために取引上

役立ちうる標識又は表示のみからなる商標 

(d) 取引上の通用語において若しくは公正かつ確

立した商慣習において常用されるようになってい

る標識又は表示のみからなる商標 

ただし、（後略） 

 

商標マニュアル パラグラフ2.1.2（「根底にある利

益は不変であること」） 
「商標法第3条(1)の根底にある利益は、証明商標ま

たは団体商標を許可するか否かを考慮する場合で

あっても変わらない。これらの利益に関するさらな

る情報と、それらに関する登録官の主な実務は、審

査ガイドの中に記載されている。しかしながら、根

底にある利益は、以下のように要約することができ

る。 
第3条(1)(b)：関係する平均的な消費者が見たときに、

マークがその本質的な識別機能を果たすことがで

きること。 
第3条(1)(c)：他の取引者による正当な使用について

は、記述的表示は無料に留める必要があること。 
第3条(1)(d)：すでに取引において常用的となってい

る標識または表示に関しては、独占を避ける必要が

あること。 
 

商標マニュアル パラグラフ2.1.3（「商標法第3(1)条
に基づき許可するか否かの判断」） 
「したがって、証明商標および団体商標について許

可するか否かを考慮するに当たっては、マークの特

定の識別機能とともに、商標法第3条(1)の根底にあ

る利益（各利益はそれぞれ射程が異なる）について

考慮することが重要である。以下の例は、採られる

べきアプローチの説明を行うためのものである。」

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

第3条 「登録の絶対的拒絶理由」 
(1) 次のものは登録されない。 
（中略） 
ただし，商標がその登録出願の日前に使用された結

果実質的に識別性を有している場合は，(b)，(c)又は

(d)によって登録を拒絶されない。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

第3条 「登録の絶対的拒絶理由」 

(1) 以下のものは登録されない。 

（中略） 

(c) 商品若しくは役務の種類、品質、数量、用途、

価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品

若しくは役務のその他の特徴を表すために取引上

役立ちうる標識又は表示のみからなる商標 
 
商標マニュアル パラグラフ2.1.4 
「他の取引者が、登録対象となる商品または役務の

地理的出所を指定するものとして地名を申請する

おそれがある場合、地名は通常、商標法第3条(1)(c)
により登録拒絶される。しかし、同法附則1（団体商

標）と附則2（証明商標）は、登録官に対し、地理的

表示を証明商標または団体商標として認める裁量

を与えている。裁量というのは、必ずしも許可を与

えるわけではないということである。［中略］実務的

には、出願人が地名について、出願人の団体の構成

員の商品および役務を識別できるということを証

明できる場合（団体商標）、または、商品および役務

が関連する原産地を有しており、その原産地ではな

い他の商品／役務から識別されるということが権

利者のマークによって証明される、ということを証

明できる場合においては、登録官は、このようなケ
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ースでなければ同法第3条(1)(c)により登録拒絶され

る地名につき、許可することができる。それゆえ、

登録官は必然的に、個別の名称が慣習や常用を通じ

て、証明された商品を識別することができるように

なっているか否かを考慮する必要がある。例えば、

ボルドーというのは、原産地を証明するために長年

用いられてきたフランスのワインの名称である、ボ

ルドーを原産地とするものとして証明されたワイ

ンを識別することができるだろう。他方で、「ボルド

ー」を、ワインに対する団体商標として登録するこ

とはおそらくできないであろう。なぜなら、ボルド

ーワインの生産者が属する事業者団体には、数多く

のさまざまなものがあるからである。地名について

登録が許可される場合、当該商標の権利者は、誠実

な商慣習に従った当該名称の使用、特に当該地名を

使用する権利を有する者による使用を禁止する権

利はない。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

附則2 パラグラフ3(1) 「原産地表示」 

(1) 第3条(1)(c)に拘らず，取引において商品又は

サービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は

表示からなる証明標章は，登録することができる。

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の 

識別性に関する

規定 

附則2 パラグラフ2 「証明標章を構成することが

できる標識」 
証明標章に関し，第1条(1)(商標を構成することがで

きる標識)において，ある事業の商品又はサービスを

他の事業の商品又はサービスから識別するという

ときは，証明に係る商品又は 
サービスをそうでない商品又はサービスから識別

することをいうものと解する。 
 
商標マニュアル パラグラフ2.2.1「本質的な識別機

能が考慮されること」 
「通常の商標と同様、証明商標や団体商標も、商標

法第3条(1)の絶対的拒絶理由に照らして審査され

る。同条の基本的な目的は、商標が本質的な識別機

能を果たす能力を有していることを、確保する点に

ある。したがって、商標の識別性について考慮する

際には、証明商標および団体商標の識別機能が通常

の商標の識別機能と異なるという点を評価するこ

とが重要である。」 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由 

附則2 パラグラフ5「特徴又は意味について誤認さ

せない標章」 
(1) 証明標章は，標章の特徴又は意味について公衆

が誤認する虞がある場合，特に，証明標章以外のも

のと誤認する虞がある場合は，登録されない。 
(2) 従って登録官は，登録出願に係る標章にそれが

証明標章であるとの何らかの表示を含ませるよう

要求することができる。 
第39条(2)に拘らず，出願は，前記要件を満たすよう

に補正することができる。 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

なし 

(d)その他の特

則 

附則2 パラグラフ3 原産地表示 
(1) 第3条(1)(c)に拘らず，取引において商品又はサ

ービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は表

示からなる証明標章は，登録することができる。 
(2) ただし，当該標章の所有者は，工業上又は商業

上の公正な慣行に従った(特に，地理的名称を使用す

る権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁

止する権原を有さない。 

11 使用規則の公開 

附則2 パラグラフ9 
規約は公告されるものとし，第7項(1)にいう事項に

関し，異議申立の通知をし意見を提出することがで

きる。 
これは，出願に対し異議申立をし又は意見を提出す

ることができる他のすべての理由に付加されるも

のである。 
 
附則2 パラグラフ10 「規約は閲覧に供される」 
登録証明標章の使用を管理する規約は，登録簿と同

じ方法で公衆の閲覧に供される。 

12 

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

明確な規則は存在しない。 

13 権利の効力 

第9条 登録商標により付与される権利 
を得ないで連合王国内において当該商標を使用す

ることにより侵害される。 
所有者の同意を得ないで行われた場合に侵害とな

る行為は，第10 条に明記されている。 
(2) 本法において登録商標の侵害というときは，所

有者の権利に対する何れの侵害をもいう。 
(3) 所有者の権利は，登録の日(第40 条(3)に従い登

録出願の日である)から効力を生じる。 
ただし，次のことを条件とする。 
(a) 商標が実際に登録される日前に，侵害訴訟手続

が開始されていないこと，及び 
(b) 登録の公告日前になされる何らかの事柄によ

り，第92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)に
基づく犯罪がなされていないこと 
 
第10条 登録商標侵害 
(1) 商標が登録されている商品又はサービスと同一

の商品又はサービスについてその商標と同一の標

識を業として使用する者は，当該登録商標を侵害す

るものとされる。 
(2) 次の何れかの理由により，登録商標を連想させ

る虞を含め，公衆の側に混同を生じさせる虞がある

場合は，次の標識を業として使用する者は，当該登

録商標を侵害するものとされる。 
(a) 登録商標と同一の標識を，当該商標が登録され

ている商品又はサービスに類似する商品 
又はサービスについて使用すること，又は 
(b) 登録商標に類似する標識を，当該商標が登録さ

れている商品又はサービスと同一又は類 
似の商品又はサービスについて使用すること 
(3) 登録商標が連合王国において名声を得ており，

かつ，正当な理由なくその標識を使用することが当

該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害す

る場合は，当該商標と同一又は 
類似の標識を商品又はサービスについて業として

使用する者は，当該商標を侵害するものとされる。

(4) 本条の適用上，特に次の行為をする者は，当該

標識を使用するものとされる。 
(a) 商品又はその包装に当該標識を付すこと 
(b) 当該標識の下に商品を販売するために申出し若

しくは展示し，商品を市場に出し，これらの目的の

ために商品を保管し又は当該標識の下にサービス

を申出若しくは提供すること 
(c) 当該標識の下に商品を輸入又は輸出すること，

又は 
(d) 営業書類又は広告に当該標識を使用すること 
(5) 商品のラベル付け若しくは包装のために，営業

書類として又は商品若しくはサービスの広告のた

めに用いられる素材に登録商標を付す者は，その標

章を付した時にその標章を付すことが所有者若し

くはライセンシーによって正式に許可されていな

いことを知っていたか又はそのことを信じるに足

る理由を有していた場合は，登録商標を侵害する素

材を使用した者とみなされる。 
(6) 本条の如何なる規定も，商品又はサービスを所

有者又はライセンシーのものとして特定する目的

で他人が登録商標を使用することを妨げるものと

解してはならない。 
ただし，正当な理由のない使用が登録商標の識別性

又は名声を不正に利用し又は害するものである場

合は，工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用

以外の如何なる使用も，当該商標を侵害するものと

みなされる。 
 
第50条 証明標章 
(1) 証明標章とは，当該標章が使用される商品又は

サービスについて，その原産地，原材料，製造方法

若しくは提供方法，品質，精度又はその他の特徴が

標章の所有者によって証明されていることを表示

する標章をいう。 
(2) 本法の規定は，附則2 の規定に従うことを条件

として，証明標章に適用される。 

14

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

商標法は、「許諾によりマークを使用する者」につい

て定義していない。しかし、この用語は、団体商標

との関係でも証明商標との関係でも使用される。商

標法は、いくつかの問題に関して、許諾によりマー

クを使用する者を使用権者として取り扱っている。

例えば、附則2のパラグラフ13は、許可を受けないで

一定の素材に標章を付すことおよび権利を侵害す

る輸入品の禁止などを税関管理官に申立てること

に対する、許諾によりマークを使用する者の権利に

関して、許諾によりマークを使用する者を使用権者

に準じて扱っている。 

15

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

提起できる。 

 

商標マニュアル パラグラフ 4.5 

「許諾により団体商標や証明商標を使用する者は、
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（訴訟を提起するために当該商標の権利者に依拠

するのではなく）自身の名で侵害訴訟手続きを提起

する特別な権限を与えられている。これに関する詳

細な情報は、［商標法］附則1のパラグラフ11（団体

商標）および附則2のパラグラフ13（証明商標）に記

載されている。」 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案される。 

 

附則2 パラグラフ14 

登録証明標章の所有者により提起された侵害訴訟

手続においては，許可を受けた使用者が被った又は

被る虞のあるすべての損害が考慮される。また，裁

判所は，原告が当該使用者のために確保すべき金銭

的救済の受取金の範囲について，裁判所が適切と認

める指示を与えることができる。 

17 

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。 

これらの用語はますます区別なく使われるように

なってきているが60、注釈書は両者に差があること

を示唆している。「許諾によりマークを使用する者」

という用語は、証明商標を使用する者を説明する際

に使われるべきである。 

18 

第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第11条 登録商標の効力の制限 
(2) 登録商標は，次の使用によっては侵害されない。

(a) ある者による自己の名称又は住所の使用 
(b) 商品若しくはサービスの種類，品質，数量，用

途，価格，原産地，生産時期若しくは提供時期又は

商品若しくはサービスのその他の特徴に関する表

示の使用，又は 
(c) 製品又はサービスの用途(特に付属品又は部品)
を表示することが必要な場合における商標の使用 
ただし，その使用が工業上又は商業上の誠実な習慣

に従ったものである場合に限る。 
 
附則2 パラグラフ3 原産地表示 
(2) ただし，当該標章の所有者は，工業上又は商業

上の公正な慣行に従った(特に，地理的名称を使用す

る権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁

止する権原を有さない。 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

使用できない。 
 
附則2 パラグラフ4 標章の所有者の営業の内容 
証明標章は，標章の所有者が証明に係る種類の商品

又はサービスの供給を含む営業を行っている場合

は，登録されない。 

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

第46条に、通常商標の取消し事由が列記されてお

り、これらは証明商標にも適用される。また、証明

商標に追加的に適用される取消事由が附則2に規定

されている。 

 

附則2 パラグラフ15 登録の取消理由 

証明標章の登録は，第46条に定める取消理由のほ

かに，次の理由に基づき取り消すことができる。 

(a) 標章の所有者が第4 項にいう営業を開始した

こと 

(b) 標章の所有者による当該標章の使用の態様が，

当該標章を第5 項(1)にいう態様において 

公衆を誤認させる虞があるものになったこと 

(c) 標章の所有者が当該標章の使用を管理する規

約を遵守せず又は遵守を確保することができなか

ったこと 

(d) 規約が修正された結果，規約が， 

(i) 第6 項(2)及び規則により課されるその他の条

件を満たさなくなったこと，若しくは 

(ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反するも

のとなったこと，又は 

(e) 標章の所有者が，もはや標章の登録に係る商品

又はサービスを証明する資格を有さなくなったこ

と 

 

商標マニュアル（4.4）は、以下のように要約してい

る。 
「i. 商標法附則2のパラグラフ4（証明商標のみに関

する）：証明商標の権利者が、当該証明商標によって

証明される商品または役務の供給に関する事業を

開始したとき。 
ii. 附則2のパラグラフ5(1)および附則1のパラグラ

フ4(1)：当該マークの使用方法により、当該マーク

の性質または意義に関し、誤認を生じさせるような

ものになったとき。 
iii. 権利者が、当該マークの使用に関する規約に違

反した、または規約の遵守を確保できなかったと

き。 
iv. 規約の修正がなされ、規約が、マークの使用に関

する規約内容についての附則2のパラグラフ6(2)（証

明商標の場合）もしくは附則1のパラグラフ5(2)（団

体商標の場合）に違反するようになったとき、また

                         
60 Certification Marks Jeffrey Belson (Special Report, Sweet and Maxwell, 2002). 

は、修正された規約が公共の政策もしくは社会に受

容されている良俗に反するようになったとき（証明

商標の場合）。 
v. 権利者が、当該マークが登録された対象となって

いる商品または役務について、証明を行うことがで

きなくなったとき（証明商標の場合）。 

た

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

証明商標は、許諾によりマークを使用する者が使用

を行うのが適切であり、権利者が使用するのは不適

切だということに留意されたい。 
 

不使用全般に関して、商標マニュアル（4.4）は以下

のように規定している。「あらゆる形式の商標につ

いて取消がなされる基本的な理由の一つとして、商

標がその登録から5年以内に（またはそれ以外の5年
間に）、真正な使用をされなかったということがあ

る。特筆すべきは、特定の性質を有しているという

ことが証明された商品または役務のみへのマーク

の使用は、実際の証明サービスに関する仕様での使

用とみなされる可能性が低いということである。」 
 

22
出願料・登録

料・更新料 

様式TM3を用いたオンライン出願の料金は170ポン

ド、紙の書類による出願料金は200ポンドである。 
 
商標マニュアル（1.2.2） 
「出願料および区分費用：出願人は、出願における

第1区分または1個の区分に関する基本的出願料金

を支払わなければならない。複数の区分について出

願申請を行う場合、追加の各区分については、区分

費用を支払う必要がある、費用の支払いは、出願日

との関係では必須の要件ではないので、出願様式と

一緒に費用の支払いがなされなくてもよい（商標法

第32(4)条、商標規則第5条および第13条）。」 
 
証明商標の出願については、英国知的財産庁指針は

以下のように規定している。 
「3.2 出願の時期および方法 
規約は、様式TM35に費用200ポンドを添えて提出し

なければならない。規約が複数の出願についてカバ

ーしているときも、1個の様式と1件の費用だけ提出

すればよい。」 
 

4.1 規約の修正 
マーク（およびその規約）が許可され、異議申立て

の機会を与えるために公開された場合には、権利者

は、マークの使用に関する規約の修正を申請するこ

とができる。この申請は、様式TM36に費用（現在100
ポンド）を添えて行わなければならない。」 
 
商標の更新は、様式TM11に費用200ポンドを添えて

行う。 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答: 英国知的財産庁は、ウェブサイトで、証明商標および団体商標は、

通常の商標と同一の機能を持つものではないと述べている。これについて

はさらに、英国知的財産庁の「団体商標および証明商標に関する指針」の

中で詳述されている。証明商標の出願人が、同一の商品／役務に関して、

証明商標よりも古くからある通常の商標の権利者でもある場合、この証明

商標の出願人は、これらの商品の供給に関する事業に従事していることを

示すとされる。このような拒絶理由に対して反駁するためには、出願人は、

自身がそのような証明された商品または役務に関する事業に従事してい

ないということを述べた陳述書を作成する必要がある。このような陳述書

が作成されたならば、元の通常の商標について撤回や放棄を行う必要はな

い（ただし、取消事由または無効事由は存在している）。このような禁止は

団体商標については適用されないので、団体商標の出願人が同一の商品／

役務に関して通常の商標も所有していた場合であっても、拒絶理由を提起

することはできない。 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答: 違いは存在しない。通常の商標と証明商標については、同一の区分

が適用される。 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである
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か。 

 

回答:そうではない。商品および役務が、当該マークの出願において特定

される必要がある。 
 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答: そうではない。 

 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

 

回答:(b)及び(d) 

 

(b) 商標法附則2のパラグラフ2は、商標の識別機能について、「ある事業

による商品または役務を、他の事業による商品または役務から識別すると

いうのは、証明された商品または役務を、証明されていない商品または役

務から識別することを指すものとする」としている。 

(d) 他のあらゆる商標と同様、証明商標は、視覚媒体により表現すること

ができるものであり、商品／役務を他の事業のそれから識別できるもので

あることを要する。 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され

ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答:  

英国知的財産庁の証明商標に関する指針は、「地名がその識別機能を果

たすことができる場合には、登録官は実務上、地名を証明商標または団体

商標としてのみ許可することができる。」としている。 

実務上、登録官は、通常であれば商標法第3条(1)(c)により禁じられる地

名を、以下の場合には許可する。すなわち、出願人が当該地名について、

「商品および役務が、関連性のある地理的出所を有するということ、なら

びにそうではない他の商品／役務から識別されるということを、権利者の

マークによって証明されている」ことを示した場合である。 

                         
61 Trade Mark Law: A Practical Anatomy Jeremy Phillips (Oxford University Press, 2003) 
62 Re an Application by the British Motor Cycle Manufacturers' and Traders' Union Limited for a Trade Mark [1923] R.P.C. 226; Certification Marks Jeffrey Belson (Special 

Report, Sweet and Maxwell, 2002) 
63 Practical Law Trade Marks: Registration and portfolio management [Maintained- 2016] 
 
64 Available at https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o05600.pdf 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答:  
証明商標の数はきわめて少ないので、それについて争われた例は「著し

く稀」である61。 
英国知的財産庁の指針には、以下のような記載もある。「いくつかの名称
は、識別機能を果たすことができない。たとえば、BRITISH（仔羊につい
ての証明商標）は、ブリテン産であると証明された仔羊を、そうではない
仔羊から識別することはできない。なぜなら、消費者はこの標識について、
当該商品が証明されたという表示としてではなく、単なる原産地の表示と
してのみ見るであろうからである。」 
 

歴史的には、登録官は、証明商標における識別性の基準を、通常の商標

におけるそれよりも低いものとして取り扱ってきた62。証明商標の出願と

審査は、通常の商標と同じような仕方で行われている（商標法附則2のパ

ラグラフ2）63。 
英国商標庁のウェブサイトの記載によれば、審判所によってなされたい

かなる決定についても、任命された者または高等法院に対して上訴が可能

である。一方的審理に従って決定がなされ、当事者が当該決定について上

訴を求める場合には、理由を陳述した書面による申立てを、様式TM5によ

って行う必要がある。 
 

かなり 近のCadbury事件（Société Des Produits Nestlé S.A. v Cadbury UK 
Ltd [2013] EWCA Civ 1174）において、紫色の独特の影付き文字に関する

Cadburyの商標出願が、使用を通じて識別性を獲得したという証拠を

Cadburyが提出したため、商標登録官によって許可された。Nestléはこれに

対して異議を唱え、基本原則に基づいて（すなわち、問題の商標は、視覚

媒体により表現することができるものではないという理由で）高等法院に

対して上訴を行った。 
 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答: 
「識別性」要件に関する違いは、通常の商標においては、公衆が取引上

の出所について識別できるという意味での識別性のみを意味するという

点のうちにある。 
証明商標の識別機能は、公衆が証明された商品／役務を、証明されてい

ない商品／役務から区別できるというかたちのものでなければならない。 
英国知的財産庁は、通常の商標に対しては提起できる拒絶理由が、証明

商標または団体商標に対しては提起できないいくつかの場面について概

説している。そこで説明されている具体例としては、牛肉製品の説明に用

いられる総称的な記載を付した赤色と青色の花形の飾りがある。これにつ

いて通常の商標出願がなされたならば拒絶理由の対象となりうる（なぜな

ら、消費者は当該マークにつき、牛肉の商業上の唯一の出所を指し示すも

のとしては見ないであろうから）が、それが識別機能を果たすことができ

る限り、証明商標としては登録の許可は可能である。 
 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 
 
回答: 

Matter of Application No. 2114581 by the Legal Aid Board to Register a 
Certification Mark in Class 42 (27 January 2000)64において、証明商標が識別

性を有しないという議論がなされた。登録官は、「法律業務；調停業務」に

対して LEGAI AID というマークを証明商標として登録することにつき、
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当該マークは識別性を欠いているとして、拒絶した。ここでは当初、出願

人（The Legal Aid Board）は、「『法的扶助（legal aid）』という語が識別性

を獲得するにいたるほどの公衆啓蒙活動をできる立場にはない」とされ、

「この語は法律業務または調停業務を行う形態それ自体について、この語

が意味する以上のことを何ら伝えるものではない」とされた。しかし、上

訴により、このマークは使用を通じて識別性を獲得しており、証明商標と

して登録される要件を満たしているとされた65。 
 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、どの

ような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、下

記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足

があれば補足ください。 
 
回答: 
注意：EU加盟国においては（現在は英国においても）、国内での立法を俟

たずして、EU規則が直接適用される。以下では、EU規則については略述

するに留めるので、詳細はEUの調査票の結果を参照されたい。 
 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 キーポイント 

Regulation (EU) No. 1151/2012 of 
the European Parliament and of 
the Council of 21 November 2012 
on quality Schemes for 
agricultural products and 
foodstuffs 
 

農産物、

食料品 
本規則の主要素

は、1個の規則およ

びPGI（地理的表示

保護）に関する一

連のルールを提供

し、同時に農産品

及び食品の品質関

連措置を強化しシ

ンプルにすること

を含むものであ

る。 
Regulation (EU) No. 1308/2013 of 
the European Parliament and of 
the Council of 17 December 2013 
 

農産物（牛

肉、 乳製

品、一定の

チー ズ及

びワイン） 
 

本規則は、EUの農

産物市場の編成に

関するルールを規

定するものであ

る。 

Regulation (EU) No 251/2014 of 
the European Parliament and of 
the Council of 26 February 2014 
on the definition, description, 
presentation, labelling and the 
protection of geographical 
indications of aromatised wine 
products and repealing Council 
Regulation (EEC) No 1601/91 

芳香 ワイ

ン 
 
 

本規則の主要なポ

イントは、EU諸国

が、芳香ワイン製

品の地理的表示に

関するEUの保護に

ついて申請できる

という点である。 

Council Regulation (EC) 
No110/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 
15 January 2008 on the 
definition，description，
presentation，labelling and the 
protection of spirit drinks 

蒸留酒 
 

EU加盟国も非加盟

国も、欧州議会に

対し、（蒸留酒の）

地理的表示の登録

について出願する

ことができる 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産

物・食品、(ⅳ) 手工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

                         
65 Certification Marks Jeffrey Belson (Special Report, Sweet and Maxwell, 2002) 

 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答:  

英国では、地理的表示は登録により保護を受けることができる（これは

EU規則の規定の通りである）。地理的表示を商標として登録できるかとい

う問題については、ECJ Windsurfing Chiemsee事件が重要である。商標法

は、商標の絶対的拒絶理由としてPGIを特に挙げていない（第3条(4)）が、

原産地を示す標識または表示のみからなる商標は登録することができな

いと規定している（第3条(1)(c)）。 
 

英国知的財産庁の商標マニュアルのPGIに関する「実務」編によれば、共

通の要素として以下が考慮される。 
- 地名が商品／役務に関する名声を有しているか。 
- もし有していないのであれば、当該場所の性質が、当該商品／役務の地

理的出所となるようなものを表示しているか（ないしは将来に表示する

可能性があるか）。 
- 当該場所が、英国において関連する人々のグループにおいて知られてい

る程度、および知られている理由。 
審査官は、当該名称が地理的出所の表示として使用できるようなものであ

るか否かについて評価する。この評価は、出願された商品／役務が関連

場所を原産地とすると言えるかどうかという可能性を衡量して行われ

る。 
 

英国知的財産庁の商標マニュアルは、名声を得ている地理的表示に対して

は特に注意を払っており、そのような出願は、「出願人が、関連する商品ま

たは役務について、出願した名称が他の事業によって使用される可能性が

ないという理由を示すことができない限り、拒絶される可能性がある」と

している。 
 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答： 該当なし 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答: 該当なし 

 

 

3. その他 

 

3-1. 証明商標の使用者 

(1) 証明商標について、1905年法では、（standardization markとして）権

利者と使用者を区別していなかったものが、1938年法において、所有者と

使用者の文言の使い分けが行われるようになり、さらに、1994年法では、

証明商標の所有者は当該商標を使用しないことを前提としたうえで、証明

商標の使用者を”authorized user”と、商標の通常使用権者”をlicensee”と、

文言を使い分けるようになったと、我々は理解しています。 

  

上記を前提として、下記について、教えてください。 

 ① 証明商標の権利者と使用者の一致及び不一致（権利者による使用を認

めるか否か）について、貴国における考え方（背景・趣旨）の変遷に

ついて、教えてください。 
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回答:  

英国では、証明商標の権利者は、当該商標が証明する対象となる種類の

商品または役務に関する事業に従事することはできない。もし権利者がこ

れを遵守しない場合、当該証明商標は取り消されることがある。これらの

規定は、「証明者による違反に対する防御措置」66として設けられており、

証明商標の権利者が自身の利益を追求するために自身の商品を証明する

ことを禁止するものとなっている。これらの規定は、証明商標の権利者の

役割を、当該証明商標の使用を管理して商品または役務が必要基準を満た

すのを確保する点にあるとして、市場における自由競争を促進することを

目指すものである。 
 

以上のような理解は、1905年商標法における証明商標（もともとは組合

商標として知られていた）の導入に照らし、正確である。ここでは、1905
年商標法の中で、権利者は証明商標を使用しないという原理が、明文化さ

れなかったものの、公益に基づいて遵守されたという点に留意されたい67。

上の理解はまた、1938年商標法において、商標法は（当該商品／役務につ

いて事業を行う）使用者の名義で登録することはできないという明文の規

定が設けられたという点に照らしても正確である。 
 

② 証明商標の使用者を”authorized user”として、商標の通常使用権

者”licensee”と文言を使い分けている背景、趣旨の変遷について教え

てください。 

 

回答:  

上の表1の第17段を参照されたい。 
商標法附則2のパラグラフ13は、以下のように規定している（許諾により

マークを使用する者を、各問題における使用権者に準じて扱っている）。 
証明商標の機能（すなわち品質管理）は、許諾商標の機能とは異なるもの

である。 
 

附則2のパラグラフ13  侵害：許可を受けた使用者の権利 
次の規定は，商標のライセンシーに対して適用されるのと同様に，登録証

明標章の許可を受けた使用者に対して適用される。 
(a) 第10条(5)(侵害の定義：許可を受けないで一定の素材に標章を付すこ

と) 
(b) 第19条(2)(侵害にあたる商品，素材又は物品の処分に関する命令：他の

救済で十分であること) 
(c) 第89条(侵害にあたる商品，素材又は物品の輸入禁止：税関管理官に対

する申請) 
 

③ 貴国に現在の態様での証明商標制度が導入された契機・理由について

教えて下さい。 

 

回答:  

英国において、証明商標の概念は、商品が品質基準を満たしているとい

うことを強調するという、事業者団体のニーズを満たすために導入された

ものである。証明商標の登録制度が導入されてから100年以上経過してい

るが、その根本には大きな変化はない。 
この分野における主な発展は、 新の商標法において、団体商標の登録が

導入された点である。これ以前は、団体商標は登録することはできなかっ

た。 

 

以上 

 

 

                         
66 Trade Mark Use Jeremy Phillips & Ilanah Simon (Oxford University Press, 2005)  
67 Certification Marks Jeffrey Belson (Special Report, Sweet and Maxwell, 2002) 
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別添 1 

表 3.〔英国〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 

地理的表示保護制度 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

 
欧州連合規則 
(EU) No. 1151/2012による保護（以下「EU
規則」） 
 
英国において、保護地理的表示（PGI）は

EU規則によって保護される。 

Trade Marks Act 1994 
 
（以下は、証明商標に関するものである）

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

農産物および食料品。ただし、ワイン、芳

香ワイン、蒸留酒は除く（これらの商品に

関する地理的表示は、特別な規制により保

護される） 

商品・役務 

(2) 保護対象となり得る

名称 

■保護対象となり得る名称： 
「原産地呼称」 
「原産地呼称」とは，次に掲げることすべ

てに該当するある産物を特定する名称を

いう。 
(a) 特定の場所，地域又は例外的な場合に

国を原産地とすること 
(b) その品質又は特性が，本質的に又はも

っぱら，その内在的な自然又は人的要因を

伴う特定の地理的環境によるものである

こと 
(c) その生産段階のすべてが限定された

地理的区域内で行われること 
（EU 規則第 5 条(1)） 
 
「地理的表示」： 
「地理的表示」とは，次に掲げることすべ

てに該当する産物を特定する名称をいう。

(a) ある特定の場所，地域又は国を原産地

とすること 
(b) その所与の品質，評判又はその他の特

性を本質的にその地理的原産地に帰し得

ること 
(c) その生産段階の少なくとも 1 つが限定

された地理的区域内で行われること 
（EU 規則第 5 条(2)） 
 
■保護対象となる標章の限定 

(1) 一般名称 

(2) 植物品種又は動物品種の名称と衝突

する名称 
(3) 既に記載されている名称と全面的又

は部分的に同音異義である名称 
(4) 原産地呼称又は地理的表示としての

登録を意図された名称について、ある商標

の評判及び名声並びにそれが使用されて

いる期間の長さにかんがみて，原産地呼称

又は地理的表示として意図された名称を

登録することに当該産物の真正の正体に

関して消費者に誤解を生じさせる虞があ

る場合 

証明商標 

商標法附則 2 パラグラフ 3 原産地表示 
(1) 第 3 条(1)(c)に拘らず，取引において
商品又はサービスの原産地を指定するの
に役立つ標識又は表示からなる証明標章
は，登録することができる。 
(2) ただし，当該標章の所有者は，工業上
又は商業上の公正な慣行に従った(特に，
地理的名称を使用する権原を有する者に
よる)標識又は表示の使用を禁止する権原
を有さない。 

（EU 規則第 5 条） 
 
■一般名称の取り扱いに関する規定

の有無及びその内容 
 
EU 規則第 6 条に規定されている。 
 

(3) 登録主体の要件（法

人格の有無、個人・政府

機関の可否、機関に対す

る公的機関・第三者機関

による認証の要否等） 

第 49 条 名称登録に係る出願 
(1) 第 48 条にいう品質スキームに基づく

名称登録出願は，登録される名称を付する

産物について作業する集団に限り提出す

ることができる。国境に跨る地理的区域を

指定する「原産地呼称保護」若しくは「地

理的表示保護」の名称の場合又は「伝統的

特産物保護」の名称の場合は，異なる加盟

国又は第三国のいくつかの集団が共同登

録出願を提出することができる。 
単一の自然人又は法人は，次に掲げる条件

の双方が満たされていることが証明され

た場合は集団として扱うことができる。 
(a) 当該者が意欲的に出願する唯一の生産

者であること 
(b) 原産地呼称保護及び地理的表示保護に

関し，限定された地理的区域が近隣区域の

特性とはかなり異なる特性を有するか又

は当該産物の特性が近隣区域で生産され

たものの特性と異なること 

商標法附則 2 のパラグラフ 4 は、証明商標

の権利者は当該証明商標の使用者になる

ことはできないと定めている。 
 
商標法附則2 パラグラフ4 標章の所有者
の営業の内容 
証明標章は，標章の所有者が証明に係る種
類の商品又はサービスの供給を含む営業
を行っている場合は，登録されない。 

(4) 主な登録要件（識別

性の考え方（周知性が必

要か、生産地との関係が

必要か） 

上述の定義を参照されたい。 
 
 

マークは、視覚媒体により表現することが

できるものであり、識別性を有するもので

あることを要する（商標法第 1(1)条）  

(5) 使用方法に関する規

定・制限があるか（表示

義務等） 

第 12 条 名称，標章及び表示 
(3) 連合を原産地とし，本規則に定める手

続に従って登録された原産地呼称保護又

は地理的表示保護の下で販売される産物

の場合，それらに関連する連合の標章は

ラベル表示に示さなければならない。 
更に，当該産物の登録名称は，同じ視野に

示されるものとする。「原産地呼称保護」

若しくは「地理的表示保護」又は対応する

「PDO」若しくは「PGI」という略号をラ

ベル表示に示すことができる。 

 

(6) 品質管理に関する

規定（品質管理規定の

要否、規定の審査の有

無、行政機関による実

施体制チェックの有無

等） 

第 38 条 市場における名称の使用の監督 
加盟国は，第 36 条にいう管轄当局の名

称及び宛先を委員会に通知する。委員会

は，これらの当局の名称及び宛先を公表す

る。 
加盟国は，危険分析に基づいて，本規則の

要件の順守を確保するための検査を実施

するものとし，かつ，違反があった場合は，

すべての必要な措置をとる。 

商標法附則 2 のパラグラフ 6 は、提出しな

ければならない管理規定の概略をしめし

ている。 
 
商標法附則 2 のパラグラフ 6 証明標章の
使用を管理する規約 
(1) 証明標章の登録出願人は，当該標章の
使用を管理する規約を登録官に提出しな
ければならない。 
(2) 規約には，標章の使用を許可された
者，標章により証明されるべき特徴，認証
機関が当該特徴を試験する方法及び標章
の使用を管理する方法，標章の運用につい
て納付すべき手数料(ある場合)並びに紛
争を解決するための手続を表示しなけれ
ばならない。 
規約が満たさなければならない更なる要
件を規則により課すことができる。 
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(8) 効力 
地理的表示および類似した表示につき、許

諾によることなく、虚偽の使用、誤認をも

たらす使用、または保護される名称の不正

利用となるような使用を行うことは、禁止

されている（EU 規則第 13 条）。 

商標法第 9 条は、登録された商標の権利者

は当該商標に対して排他的権利を有し、こ

の者の同意なくして英国内で当該商標を

使用した場合、当該権利の侵害となると規

定している。 

(9) 効力範囲（対象と

なる商品・サービス等

の範囲、効力が及ばな

い範囲の規定等） 

当該名称により登録された商品 登録された商品/役務 

(9) 他者の不正使用に対

する規制手段（行政機関

による取締り、権利者に

よる請求等） 

加盟国は、当該加盟国内で生み出されまた

は流通している、保護される原産地名称お

よび保護される地理的表示の不正使用を

防止または停止するために適切な行政上

および司法上の手続を採るものとする（EU
規則第 13 条(3)）。 

商標（証明商標）の権利者は、侵害訴訟を

提起することができる（商標法第 14 条）。

商標法第 14 条(2)は、以下のように規定す

る。「侵害訴訟においては，商標の所有者
は他の所有権の侵害に関して利用するこ
とができる損害賠償，差止命令，計算訴訟
又はその他の方法による救済手段のすべ
てを利用することができる。」 

(10) 費用、保護期間等 
登録料：900 ユーロ（料金 No. 336100。特

許費用法第 2 条(1)への付録、本規則第 47
条も参照されたい。） 
 
更新手続きはない。 

様式TM3によるオンラインの商標出願の

料金は170ポンドである。紙の書類による

出願料金は200ポンドである。 
 
規約（証明商標を登録する場合に必要）は、

様式 TM35 に料金 200 ポンドを添えて提

出しなければならない。規約が複数の出願

をカバーする場合であっても、1 個の様式

と 1 件の料金だけでよい。 

(11) 申請先 
加盟国（英国では、英国知的財産庁） 
 

英国知的財産庁（UK IPO） 

(12) その他の特記す

べき事項 – - 

 

 

 

以上 
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1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 
表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

（German Trade Mark Act (GTMA)  January 1, 1995） 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義 

証明商標は、ドイツでは団体商標制度により保護さ

れる。 
 
第97条 団体標章 
(1) 第3条にいう商標として保護することができる

すべての記号であって，団体標章の所有者の構成員

の商品又はサービスを，所定の企業による出所若し

くは原産地，種類，品質又はその他の特性に従って，

他の事業のそれから識別することができるものは，

団体標章として登録することができる。 
(2)略 
 

2 

証明商標の保護

対象に関する特

別な規定 

第97条 団体標章 
(1) 第3条にいう商標として保護することができる

すべての記号であって，団体標章の所有者の構成員

の商品又はサービスを，所定の企業による出所若し

くは原産地，種類，品質又はその他の特性に従って，

他の事業のそれから識別することができるものは，

団体標章として登録することができる。 
(2)略 
 
第99条 団体標章としての原産地表示の登録性 
第8条(2)2.の要件に合致しない場合であっても，商品

又はサービスの原産地を示すために取引上使用され

ることがある記号又は表示は，団体標章を構成する

ことができる。 

3 
出願人の主体要

件 

第98条により、第7条の一般条項に比べて主体の範囲

が限定されている。 
 
第98条 所有者資格 
出願に係る団体標章又は登録団体標章は，法的能力

を有しかつその構成員自身が団体である上部団体若

しくは本部組織を含め，法的能力を有する団体のみ

が所有することができる。公法によって規律される

法人は，これらの団体と同一の地位を有する。 

4 
出願時に必要な 

提出書類 

第32条 出願に関する要件 
(1) 登録簿に商標を記載するべき旨の出願は，特許

庁に提出する。出願は，特許情報センターを通じて

も提出することができるが，それは，連邦法公報に

おける連邦法務省の告示により，同センターが商標

出願を受理する機関として指定されることを条件と

する。 
(2) 出願には，次に掲げるものを含めなければなら

ない 
1. 出願人の身元を証明できる表示 
2. 商標の表示，及び 
3. 登録出願の対象である商品又はサービスの一覧 
(3) 出願は，第65条(1)2.に基づく法令に定める他の

出願要件を満たさなければならない。 
(4) (廃止) 
 
第97条 団体標章 
(1) 略 
(2) 本法の各規定は，該当する限り，この部において

別段の規定がなされている場合を除いて団体標章に

も適用される。 
 
第102条 団体標章の使用を規律する規約 
(1) 団体標章の出願には，その標章の使用を規律す

る規約を添付しなければならない。 
(2)-(4) 略 
 
第104条 団体標章の使用を規律する規約の修正 

(1) 団体標章の所有者は，団体標章の使用を規律す

る規約の如何なる修正も特許庁に通知しなければな

らない。 
(2) 団体標章の使用を規律する規約の修正に関して

は，第102条及び第103条を準用する。 

5
使用規則に 

記載すべき項目

第102条 団体標章の使用を規律する規約 
(1) 略 
(2) 団体標章の使用を規律する規約には，少なくと

も次の事項を明記しなければならない。 
1. 団体の名称及び所在地 
2. 団体の目的及び代表 
3. 構成員資格 
4. 団体標章を使用する権限を有する者のグループ

に関する情報 
5. 団体標章の使用条件 
6. 団体標章の侵害の場合における関係当事者の権

利と義務 
(3) 団体標章が地理的起源の表示からなる場合は，

その標章の使用を規律する規約には，当該地理的領

域に源を発する商品若しくはサービスを提供する者

でかつ同規約に定める使用条件を満たす者が，当該

団体の構成員となる権限を有し，かつ当該標章使用

の権限を有する者の集団の資格を認められる旨を定

めなければならない。 
(4) 略 

6

出願の審査 

(1) 概要 

（原則） 

第36条 出願要件の審査 
(1) 特許庁は，次に掲げる事項について審査する。 
1. 商標出願が，第33条 (1) に基づき出願日の付与に

係る要件を満たしているか否か 
2. 出願がその他の出願要件を満たしているか否か 
3. 十分な額の手数料が納付されているか否か 
4. 出願人が第7 条にいう商標の所有者となり得る

者であるか否か 
(2) (1) 1.に基づいて確認された欠陥が，特許庁が定

める期間内に是正されない場合は，出願は取り下げ

られたものとみなされる。出願人が特許庁の要求に

応じた場合は，特許庁は，確認された欠陥が是正さ

れた日を出願日として認める。 
(3) その後分類手数料が特許庁が定める期間内に納

付されないか若しくは十分な額で納付されない場合

又は出願人が，納付された手数料の額がどの商品若

しくはサービスの類を対象としているかを特定して

いない場合は，先ず，主な類，次いでその他の類，

次いでその他の副類が，分類の順序で考慮される。

その他の点に関しては，出願は取り下げられたもの

とみなす。 
(4) 特許庁が定める期間内に他の欠陥が是正されな

い場合は，特許庁は出願を拒絶する。 
(5) 出願人が第7条にいう商標の所有者になり得る

者でない場合は，特許庁は出願を拒絶する。 
 
第37条 絶対的拒絶理由に関する審査 
(1) 第3条，第8条又は第10条に基づき，商標が登録適

格を有していない場合は，出願は拒絶されるものと

する。 
(2) 出願日(第33条(1))においては商標が第8条(2)1.，
2.又は3.の要件を満たしていないが，拒絶理由が出願

日後に消滅したことが審査により明らかになった場

合は，出願は拒絶さ 
れないものとする。ただし，本来の出願日及び第34 
条又は第35 条に基づき主張された優先権に関係な

く，拒絶理由の消滅した日が，出願日とみなされ，

かつ，第6 条(2)にいう先順位を決定するための決め

手になるということに，出願人が同意した場合に限

る。 
(3) 第8条(2) 4.又は10.に該当する出願は，誤認若しく

は不正が明白な場合にのみ拒絶されるものとする。

(4) 出願は，先の商標の周知性が特許庁に知られて

いる場合及び第9条(1)1.又は2.に基づくその他の前

提条件が満たされている場合にのみ，第10 条に基づ

き拒絶されるものとする。 
(5) (1)から(4)までは，商標がその出願に係る商品又

はサービスの一部のみについて登録適格を有してい

ない場合に，準用する。 
 
第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序若しくは容認された道徳原理に

反するものである場合にも拒絶されるものとする。

ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 
 
第97条 団体標章 
(1) 略 
(2) 本法の各規定は，該当する限り，この部において

別段の規定がなされている場合を除いて団体標章に

も適用される。 
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7 

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容について

審査・品質に関

する審査 

第102条 団体標章の使用を規律する規約 
(1) 略 
(2) 団体標章の使用を規律する規約には，少なくと

も次の事項を明記しなければならない。 
1. 団体の名称及び所在地 
2. 団体の目的及び代表 
3. 構成員資格 
4. 団体標章を使用する権限を有する者のグループ

に関する情報 
5. 団体標章の使用条件 
6. 団体標章の侵害の場合における関係当事者の権

利と義務 
(3) 団体標章が地理的起源の表示からなる場合は，

その標章の使用を規律する規約には，当該地理的領

域に源を発する商品若しくはサービスを提供する者

でかつ同規約に定める使用条件を満たす者が，当該

団体の構成員となる権限を有し，かつ当該標章使用

の権限を有する者の集団の資格を認められる旨を定

めなければならない。 
(4) 略 
 
第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序若しくは容認された道徳原理に

反するものである場合にも拒絶されるものとする。

ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 

8 
登録要件 

(1) 主体的要件 

第98条 所有者資格 
出願に係る団体標章又は登録団体標章は，法的能力

を有しかつその構成員自身が団体である上部団体若

しくは本部組織を含め，法的能力を有する団体のみ

が所有することができる。公法によって規律される

法人は，これらの団体と同一の地位を有する。 

9 
登録要件 

(2) 使用規則 

第102条 団体標章の使用を規律する規約 
(1) 略 
(2) 団体標章の使用を規律する規約には，少なくと

も次の事項を明記しなければならない。 
1. 団体の名称及び所在地 
2. 団体の目的及び代表 
3. 構成員資格 
4. 団体標章を使用する権限を有する者のグループ

に関する情報 
5. 団体標章の使用条件 
6. 団体標章の侵害の場合における関係当事者の権

利と義務 
(3) 団体標章が地理的起源の表示からなる場合は，

その標章の使用を規律する規約には，当該地理的領

域に源を発する商品若しくはサービスを提供する者

でかつ同規約に定める使用条件を満たす者が，当該

団体の構成員となる権限を有し，かつ当該標章使用

の権限を有する者の集団の資格を認められる旨を定

めなければならない。 
(4) 略 
 
第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序若しくは容認された道徳原理に

反するものである場合にも拒絶されるものとする。

ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 

10 

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的 

拒絶理由 

第8条 絶対的拒絶理由 
(1) 第3条に規定する商標として保護を受けること

のできる記号であっても，視覚により認識できるよ

うに表現することができないものは，登録されない

ものとする。 
(2) 次の商標は登録されないものとする。 
1. 商品又はサービスについての識別性を有してい

ない商標 
2. 商品若しくはサービスの種類，品質，数量，用途，

価格，原産地，生産若しくは提供の時期又はその他

の特徴を示すために取引上使用されることがある記

号又は表示のみをもって構成された商標 
3. 指定する商品又はサービスについて，通用語にお

いて又は誠実なかつ確立した商慣習において常用さ

れるようになっている記号又は表示のみをもって構

成された商標 
4. 特に，商品若しくはサービスの種類，品質又は原

産地について，公衆を欺くようなものである商標 
5. 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反す

る商標 

6. 国の紋章，旗章若しくはその他の記章又は国内の

地方，地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋

章を含む商標 
7. 連邦法律官報(BGBI.)における連邦法務省の告示

により商標として有効に登録することができない監

督用及び証明用の公の記号及び印章を含む商標 
8. 連邦法律官報における連邦法務省の告示により

商標として有効に登録することができない国際政府

間機関の紋章，旗章若しくはその他の標識，印章又

は表示を含む商標 
9. 公益に関するその他の規定によりその使用を禁

止し得ることが明白である商標,又は 
10. 不正に出願された商標 
(3) 登録に関する決定がなされる前に使用されてい

たことの結果として，商標の出願に係る商品又はサ

ービスについてその商標自体が識別標識として関係

取引業界において確立している場合は，(2)1.，2.及び

3.は適用しない。 
(4) 商標が(2)6.，7.及び8.に定める記号の模倣を含ん

でいる場合にも，(2)6.，7.及び8.は適用される。出願

人が(2)6.，7.及び8.に定める記号の1 を商標中に含ま

せる権限を有する場合は，それが前記記号のうちの

他の記号との混同を生ずることがあるときであって

も，(2)6.，7.及び8.は適用しない。更に，商標の登録

出願に係る商品又はサービスが監督用又は証明用の

標識又は印章の採用されている商品又はサービスと

同一でなく類似もしない場合は，(2)7.は適用しない。

また，出願に係る商標が，それと国際政府間機関と

間に関係があるものと公衆に偽って示唆するような

ものでない場合は，(2)8.は適用しない。 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

第8条 絶対的拒絶理由 
(1)(2) 略 
(3) 登録に関する決定がなされる前に使用されてい

たことの結果として，商標の出願に係る商品又はサ

ービスについてその商標自体が識別標識として関係

取引業界において確立している場合は，(2)1.，2.及び

3.は適用しない。 
(4) 略 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序若しくは容認された道徳原理に

反するものである場合にも拒絶されるものとする。

ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

第99条 団体標章としての原産地表示の登録性 
第8条(2)2.の要件に合致しない場合であっても，商品

又はサービスの原産地を示すために取引上使用され

ることがある記号又は表示は，団体標章を構成する

ことができる。 
 
第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序 
若しくは容認された道徳原理に反するものである場

合にも拒絶されるものとする。 
ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 
(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の

識別性に関する

規定 

第97条 団体標章 
(1) 第3条にいう商標として保護することができる

すべての記号であって，団体標章の所有者の構成員

の商品又はサービスを，所定の企業による出所若し

くは原産地，種類，品質又はその他の特性に従って，

他の事業のそれから識別することができるものは，

団体標章として登録することができる。 
(2)略 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由

第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序 
若しくは容認された道徳原理に反するものである場

合にも拒絶されるものとする。 
ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

第103条 出願の審査 
第37条に基づく拒絶理由に加えて，団体標章の出願

は，それが第97条，第98条及び第102条に規定する要

件を満たしていない場合及びその標章の使用を規律

する規約が公の秩序 
若しくは容認された道徳原理に反するものである場

合にも拒絶されるものとする。 
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ただし，拒絶理由が解消されるような方法で出願人

が当該標章の使用に関する規約を修正した場合は，

この限りでない。 

(d)その他の特

則 

第99条 団体標章としての原産地表示の登録性 
第8条(2)2.の要件に合致しない場合であっても，商

品又はサービスの原産地を示すために取引上使用さ

れることがある記号又は表示は，団体標章を構成す

ることができる。 
 
第100条 保護の制限，使用 
(1) 第23条に起因する保護の制限に加えて，団体標

章としての原産地表示の登録は，第三者が取引上係

る表示を使用することを差し止める権利を所有者に

与えるものではない。ただし，その使用が，容認さ

れた道徳原理に従ったものであり，かつ，第127条に

反しないものである場合に限る。 
(2) 使用権限を有する少なくとも1 の者による又は

団体標章の所有者による団体標章の使用は，第26条
にいう使用を構成するものとみなされる。 
 
第105条 取消 
(1) 第49条に規定する取消事由に加え，団体標章の

登録は，次の場合，請求により，取消事由に基づい

て取り消されるものとする。 
1. 団体標章の所有者がもはや存在しない場合 
2. 団体標章の所有者が，団体の目的に反する，又は

当該商標の使用を規律する規約に反する方法による

団体標章の不正使用を防止するための適切な処置を

取らない場合，又は 
3. 団体標章の使用を規律する規約の修正が第104条
(2)に違反して登録簿に登録された場合。 
ただし，その標章の所有者が係る取消事由を解消す

るような方法で規約を更に修正した場合は，この限

りでない。 
(2) (1)2.にいう不正使用は，団体標章がそれを使用す

る権限を有する者以外の者によって公衆を欺くよう

な方法で使用される場合に，特に存在するものとみ

なされる。 
(3) (1)に基づく取消請求は，特許庁に提出しなければ

ならない。これに対する手続は，第54条によって行

われるものとする。 
 
第106条 絶対的拒絶理由による無効 

第50条に規定する無効事由に加え，団体標章の登

録は，当該団体標章が第103条に違反して登録された

場合は，請求により，無効事由に基づいて取り消さ

れるものとする。無効事由がその標章の使用を規律

する規約に関係するものである場合は，団体標章の

所有者が無効事由を解消するような方法で当該規約

を修正したときは，登録は取り消されないものとす

る。 

11 使用規則の公開 

品質管理規則は公開されていない。ただし、マーク

の使用を規制する規約は公開されており閲覧でき

る。商標法第102条(4)を参照されたい。 
 
第102条 団体標章の使用を規律する規約 

(4) 何人も，団体標章の使用に関する規約を閲覧す

ることができる。 

12 

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

規定は存在しない。 

13 権利の効力 

第14条 商標の所有者の排他権，差止命令に係る権

利，賠償請求 
(1) 第4条に基づいて商標の保護を取得することに

より，その商標の所有者には排他権が与えられる。

(2) 第三者は，商標の所有者の同意を得ないで，業と

して次に掲げる何れかの行為をすることを禁止され

る。 
1. 商標の保護の対象である商品又はサービスと同

一の商品又はサービスに，当該商標と同一の記号を

使用すること 
2. 商標と同一若しくは類似の記号を商標及び記号

の使用対象である商品若しくはサービスと同一若し

くは類似の商品若しくはサービスで使用する故に，

公衆に混同の虞 (その商標との関連を連想する虞を

含む) が存在する場合 
3. 商標保護の対象である商品又はサービスに類似

しない商品又はサービスについて，その商標と同一

の又は類似する記号を使用すること。ただし，この

ことは，その商標がドイツにおいて名声を得ている

商標であり，かつ，正当な理由なしにその記号を使

用することが，当該名声を得ている商標の識別性又

は名声を不当に利用することになるか又は害するこ

とになる場合に限る。 
(3) (2)の条件が満たされる場合は，特に，次に掲げる

ことが禁止される。 
1. 商品又はその包装若しくは梱包に当該記号を付

すること 

2. 当該記号の下で商品の提供を申し出ること，当該

商品を販売すること又は当該商品をこれらの目的で

所持すること 
3. 当該記号の下でサービスを申し出又は提供する

こと 
4. 当該記号の下で商品を輸入又は輸出すること 
5. 営業書類又は広告に当該記号を使用すること 
(4) 更に第三者が，商標の所有者の許可なしに，業と

して 
1. 当該商標と同一又は類似の記号を包装若しくは

梱包又はラベル，付け札若しくは記章の識別手段に

付すること， 
2. 当該商標と同一又は類似の記号が付された包装，

梱包又は識別手段の提供の申出，販売又はこれらの

目的で所持すること，又は 
3. 当該商標と同一又は類似の記号が付された包装，

梱包又は識別手段を輸入若しくは輸出 
することは，そのような包装若しくは梱包が，(2)及
び(3)に基づいて第三者が当該記号を使用すること

を禁止されている商品若しくはサービスの包装若し

くは梱包に使用され，又は識別手段が 
係る商品若しくはサービスの識別のために使用され

る虞が存在する場合には，禁止される。 
(5) 商標の所有者は，(2)から(4)までに違反して記号

を使用する者に対し，その使用の反復の虞があるこ

とを条件として，その使用を差し控えるよう要求す

ることができる。また， 初に違反が生じる虞があ

る場合も，係る権利を有する。 
(6) 故意又は過失により侵害行為をなす者は，侵害

行為により被った損害について商標の所有者に賠償

する責を負う。賠償額の査定に当たっては，権利の

侵害により侵害者が得た利益も考慮に入れることが

できる。賠償請求額は，侵害者が当該商標を使用す

る許可を得ていたならば適正な報酬として支払って

いたであろう額に基づいて計算することもできる。
 
(7) 侵害行為が事業営業において従業者又は代理人

によりなされた場合は，差止命令に係る権利及び当

該従業者又は代理人が故意に又は過失により行動し

た限りにおける賠償請求権は，当該営業の所有者に

対しても主張することができる。 
 
第15条 取引上の表示の所有者の排他権，差止命令に

係る権利，賠償請求 
(1) 取引上の表示の保護を取得することにより，そ

の所有者に排他権が与えられる。 
(2) 第三者は，保護されている表示との混同を生じ

させる虞がある方法で取引上の表示又は類似の記号

を許可なく業として使用することを禁止される。 
(3) 取引上の表示がドイツにおいて名声を得ている

ものである場合においては，(2)にいう混同の虞がな

いときも，正当な理由なく当該記号を使用すること

がその取引上の表示の識別性又は名声を不当に利用

し又は害するものである場合に限り，第三者は，当

該取引上の表示又は類似の記号を業として使用する

こと禁止されるものとする。 
(4) 取引上の表示の所有者は，(2)又は (3)に違反して

取引上の表示又は類似の記号を使用する者に対し

て，反復の虞があることを条件として，その使用を

差し控えるよう要求することができる。この権利は，

違反の虞がある場合にも存在する。 
(5) 故意又は過失により侵害行為をした者は，それ

により被った損害について取引上の表示の所有者に

賠償する責を負うものとする。第14条(6) 第2文及び

第3文を準用する。 
(6) 第14条(7)を準用する。 
 
第100条 保護の制限，使用 
(1) 第23条に起因する保護の制限に加えて，団体標

章としての原産地表示の登録は，第三者が取引上係

る表示を使用することを差し止める権利を所有者に

与えるものではない。ただし，その使用が，容認さ

れた道徳原理に従ったものであり，かつ，第127条に

反しないものである場合に限る。 

14

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

許諾（authorize）によりマークを使用する者は、多

くの場合、ライセンシー（licensee）である。所有者

(proprietor)の同意により、第三者が、許諾によりマー

クを使用する者となることもできる。 
法は、団体商標に関して特に法定の実施権を定め

てはいない。しかし、団体商標の使用を規制する規

約は、許諾（authorize）によりマークを使用する者の

範囲に関する表示を含まなければならない。商標法

第 102 条(2)の第 4 号を参照されたい。 
 
第 102 条 団体標章の使用を規律する規約 
(2) 団体標章の使用を規律する規約には，少なくと

も次の事項を明記しなければならない。 
1-3 略 
4. 団体標章を使用する権限を有する者のグループ

に関する情報 
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5-6 略 

15 

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

提起することはできる。ただし、団体商標の使用を

規制する規約に別段の定めがない限り、団体商標の

所有者の同意を得ることが必要である（商標法第101
条(1)）。 
 
第101条 訴訟を提起する権限，損害 
(1) 団体標章の使用を規律する規約に別段の規定が

置かれている場合を除いて，団体標章を使用する権

限を有する者は，団体標章の所有者の同意を得たと

きにのみ団体標章の侵害に対する訴訟を提起するこ

とができる。 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案される。 
 
第101条 訴訟を提起する権限，損害 
(1) 略 
(2) 団体標章の所有者はまた，団体標章又はこれに

類似する記号が権限を認められていない使用の結果

として団体標章ライセンシーに生じた損害について

賠償請求をすることもできる。 

17 

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。 

相違はない。 
 

18 

第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第23条 名称及び記述的表示の使用；部品の取引 
商標又は取引上の表示の所有者は，第三者が次の各

号に掲げるものを取引上使用することを差し止める

ことができない。ただし，その使用が容認された道

徳原理に反さない場合に限る。 
1. 自己の名称又は住所 
2. 当該商標若しくは取引上の表示と同一の記号又

は商品若しくはサービスの特徴若しくは特性，特に，

その種類，品質，用途，価格，原産地，商品の生産

時期若しくはサービスの提 
供時期が類似する記号の使用 
3. 特に，付属品若しくは部品としての製品又はサー

ビスの意図された用途を示すことが必要な場合，当

該の商標又は取引上の表示 
 
第100条 保護の制限，使用 
(1) 第23条に起因する保護の制限に加えて，団体標

章としての原産地表示の登録は，第三者が取引上係

る表示を使用することを差し止める権利を所有者に

与えるものではない。ただし，その使用が，容認さ

れた道徳原理に従ったものであり，かつ，第127条に

反しないものである場合に限る。 
 
第127条 保護の範囲 
(1) 原産地表示は，原産地を異にする商品又はサー

ビスについての当該名称，表示又は記号の使用がそ

れら商品又はサービスの原産地について誤認させる

虞を必然的に伴う場合は，当該原産地表示によって

指定される場所，地域，地方又は国に由来しない商

品又はサービスについて取引上使用することができ

ない。 
(2) 原産地表示を付した商品又はサービスが特別な

特性又は特別な品質を示すものである場合は，その

原産地の商品又はサービスについて当該原産地表示

を取引上使用することは，その商品又はサービスが

当該特性又は品質を有しているときにのみ認められ

るものとする。 
(3) 原産地表示が特別な名声を得ている場合は，原

産地について誤認させる虞がないときであっても，

原産地を異にする商品又はサービスについての使用

が，そのような原産地表示の名声若しくは識別性を

不正かつ不当に利用し又は係る名声若しくは識別性

を害する虞のあるものであるときは，このような異

なった原産地の商品又はサービスについて取引上そ

のような原産地表示を使用することは認められない

ものとする。 
(4) (1)から(3)までは，保護されている原産地表示と

類似する名称，表示又は記号が使用される場合又は

原産地表示が付加して使用される場合にも，適用さ

れる。ただし，次の場合に限る。 
1. (1)にいう場合は，逸脱又は付加に拘らず，原産地

について誤認させる虞があるとき，又は 
2. (3)にいう場合は，逸脱又は付加に拘らず，その使

用が原産地表示の名声又は識別性を不正に利用し又

は害する虞のあるとき 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

使用できる。 

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

第105条 取消 
(1) 第49条に規定する取消事由に加え，団体標章の

登録は，次の場合，請求により，取消事由に基づい

て取り消されるものとする。 
1. 略 
2. 団体標章の所有者が，団体の目的に反する，又は

当該商標の使用を規律する規約に反する方法による

団体標章の不正使用を防止するための適切な処置を

取らない場合，又は 
(2) (1)2.にいう不正使用は，団体標章がそれを使用す

る権限を有する者以外の者によって公衆を欺くよう

な方法で使用される場合に，特に存在するものとみ

なされる。 
(3) 略 

21

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

不使用取消しを免れる。 

第100 条 保護の制限，使用 
(1) 略 
(2) 使用権限を有する少なくとも1 の者による又は

団体標章の所有者による団体標章の使用は，第26 条
にいう使用を構成するものとみなされる。 

22
出願料・登録

料・更新料 

証明商標に関しては、料金が高くなっている。他の

商標に関する通常の登録料が３区分まで300ユーロ

であるのに対し、３区分に関する証明商標の出願／

登録を合わせた料金は900ユーロである（料金No. 
331200）。 
更新料も高くなっている（通常の更新料は750ユーロ

であるが、証明商標の場合は1800ユーロである）（料

金No. 332200）。なお、この記述は、2016年9月現在に

関するものである。 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その

他の商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている

条文がある場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：証明商標は、個別の商標としても保護を受けることができる。 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：違いはない。通常の商標も証明商標も、登録区分は同じである。 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：商品および役務は、マークの出願書類の中で特定されていなければ

ならない。 
 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 
 
回答：そのような指定役務について保有することはない。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答: (b) 

「特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされ

ていない商品・役務との関係で識別できると考える。」 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような
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考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され

ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 

 

回答： 
識別性要件に関する基本的な考え方は維持されている。しかし、一般的な

ルールから離れているのは、識別性は、団体としての識別性、すなわち、

共同の性質を備えた事業者のグループに言及したものであってもよいと

いう点である。 
あるいは、地理的表示の場合、識別性は、事業者のグループの地理的位置

に言及して商業上の出所を識別することによっても、例外的に満たされ得

る。 

 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答： 
現在登録されているドイツの地理的表示を含む商標は全て、地名を表示す

る文字のみからなってはおらず、その代わり、以下のように、生産物それ

自体に対する追加的な言及を含んでいる。地名の文字のみ、又は品質表示

のみからなる「認証・証明マーク」の拒絶例はない。 
 

"Deutscher Honig" ("German honey")  
"Thüringer Rostbratwurst" ("Thuringian sausage") 
"Tomaten von der Insel Reichenau" ("tomatoes from the island Reichenau") 

 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答： 
地理的表示に関しては、ごく薄い公刊物しかないが、それは識別性の考え

方について詳述していない（以下の英語版を参照されたい）。出願人は、ド

イツ特許商標庁に対して審判請求をすることができる。 
https://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7729_1.pdf. 

 
 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答： 
通常の商標は、商品／役務の商業上の出所を識別するという意味において、

識別性を有していなければならない。これに対し、証明商標の場合、公衆

が、商品／役務の種類、品質またはその他の特徴により、団体の商品／役

務を他の商品／役務から識別できるようなものでなければならない。 
 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明マ

ーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判例

１件につき 大 800 語程度） 

 

回答： 

a) BGH, Beschl. v. 30.11.1995 – I ZB 32/93 MADEIRA: 1995 年に、ドイツ連

邦裁判所は、「Madeira（マデイラ）」という名称は識別性を有しており、

マデイラ・デザートワインを他のワインから区別するのに適していると判

示した。 
 

b) BPatG, Beschl. v. 17.03.2012 – 27 W (pat) 4/12 SIEGER TYPEN GESUCHT: 
ドイツ連邦特許裁判所は、「Siegertypen gesucht（勝ち組募集）」（英語：

「Winners wanted」）という名称は、出所の表示がないために識別性を欠

いているとした。 
 

c) BPatG, Beschl. v. 26.10.2010 – 24 W (pat) 33/09 Wasser bewegt uns: 2010 年

に、ドイツ連邦特許裁判所は、登録済の証明商標「Wasser bewegt uns（水

は我々を動かす）」（英語：「Water moves us」）は、水が需要者にとって重

要であることに対する一般的な言及であって、出所の表示ではないという

理由で、識別性を欠いていると判示した。 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、どの

ような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、

不足があれば補足ください。 

 

回答：地理的表示は、国内法および国際法によって保護されている。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

(1) Regulation (EU) No. 1151/2012 of the 
European Parliament and of the Council of 21 
November 2012 on quality schemes for 
agricultural products and foodstuffs 
 
(2) Sections 130 - 136 of Trade Mark Act 
(“Protection of geographical indications and 
designations of origin in accordance with 
Regulation (EC) No. 510/2006”) 
 

 German provisions regarding the 
implementation of Regulation 
(EU) No. 1151/2012 

農産品、食料品 
 
 
 
 
 
 

Regulation (EU) No. 1308/2013 of the 
European Parliament and of the Council of 17 
December 2013 
 
EU規則は、EU加盟国であるドイツに直接適

用される。 

ワイン 
 

Regulation (EU) No 251/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 26 February 
2014 on the definition, description, 
presentation, labelling and the protection of 
geographical indications of aromatised wine 
products and repealing Council Regulation 
(EEC) No 1601/91 
 

EU規則は、EU加盟国であるドイツに直接適

用される。 

芳香ワイン 
 
 
 
 

Council Regulation (EC) No110/2008 of the 
European Parliament and of the Council of 
15January 2008 on the definition，
description，presentation，labelling and the 
protection of spirit drinks 
 
EU規則は、EU加盟国であるドイツに直接適

用される。 

蒸留酒 
 
 
 
 
 

商標法 第126 – 129条 （地理的表示保護） 
 

全ての商品/役務 
 

商標法第4条2項 （公衆の認識を獲得してい

る非登録商標も保護され得る） 
全ての商品/役務 
 

 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手

工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

 
 
回答： 

さまざまなEU規則によれば、地理的表示は、保護を受けるためには欧州

委員会に登録される必要がある。保護の範囲については、商品の種類によ

る違いは存在しない。 
国内法による保護は、地理的表示の登録とは関係なく受けることができ

る。 
 

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

回答：特別な規定が設けられている（上述）。 
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2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答： 
両制度は共存するものである。地理的表示は、団体商標として（商標法

第97条以下）、またはEU法の地理的表示として登録することができるが、

たとえ登録がなかったとしても、商標法第126条以下および同法第4条(2)
（名声を得ている場合）により保護を受けられる。 
 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

【ドイツ商標法】 

 

第13条 その他の先の権利 
(1) 登録商標の先順位に関係する日前に，第9条から第12条までに定める権

利以外の権利を他の者が取得した場合であって，当該人がドイツ連邦共和

国の全領域において当該登録商標の使用を差し止める権原を有するとき

は，当該商標の登録は取り消すことができる。 
(2) (1)にいう他の権利には，特に，次の権利が含まれる。 
1-4. （略） 
5. 原産地表示 
6. 他の工業所有権 
 

第128条 侵害を理由とする権利 

(1) 第127条に違反して名称，表示又は記号を業として使用する者は，反

復の虞が存在することを条件として，不正競争防止法第8条(3)に基づき差

止命令に係る権利を主張する権利を有する者による主張の対象となる。そ

の権利は，違反の虞がある場合にも存在する。第18条，第19条及び第19a 

条を準用する。 

（コメント：127条は、「誤認を生じ得る場合、その原産地由来ではない商

品/役務又は、その原産地表示に由来する特性・特別な品質を有しない商

品/役務に使用することができない。」ことを規定する。） 

(2) 故意又は過失で第127条に違反して行動した者は，当該違反により被

った損害について原産地表示の権利者に賠償を支払う責を負う。賠償額を

査定する際には，当該権利侵害により侵害者が得た利益も考慮に入れる。

第19b条を準用する。 

(3) 第14条(7) 及び第19d 条を準用する。 

 

第131条 意図された登録に対する不服申立 

(1) 欧州共同体委員会が備える保護されている原産地表示及び保護され

ている地理的表示の登録簿への地理的表示又は原産地表示の意図された

記載に対する規則(EU)1151/2012第51条(1)に基づく不服申立は公告から2

月以内に特許庁に提出するものとし，それは規則(EU) 1151/2012 第50条

(2)に基づき欧州共同体公報に掲載される。 

(2) 略 

 

 第132 条 指定変更に係る請求，取消手続 

(1) 略 

(2) 第130 条及び第131条は，規則(EU) 1151/2012 第54条(2)に基づく保

護されている地理的表示又は保護されている原産地表示の取消に係る請

求に準用する。 

第135条 侵害を理由とする権利 

(1) 不正競争防止法第8条(3)に基づく権利を主張することができる者は，

規則(EU) 1151/2012第13条に違反する行為を業として行った者に対し，反

復の虞があることを条件として，差止命令を請求することができる。この

権利は，初めて違反の虞がある場合にも存在する。第18条，第19条，第19a

条及び第19c条を準用する。 

 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

【欧州連合 地理的表示及び原産地呼称に関する理事会規則 

(EU)No.1151/2012】 

 

第51条 異議申立手続 
(1) 加盟国若しくは第三国の当局又は正当な権利を有しかつ第三国に定着

している自然人若しくは法人は，欧州連合公報における公告の日から3月
以内は，委員会に異議申立書を提出することができる。 
正当な権利を有し，かつ，出願がそこから提出された加盟国以外の加盟国

に定着又は居住している自然人又は法人は，第1段落に従って異議申立の

提出が許容される期限内に，それが定着している加盟国に異議申立書を提

出することができる。 
異議申立書には，当該出願が本規則に定める条件を侵害する可能性がある

旨の宣言を記載しなければならない。この宣言を記載しない異議申立書は

無効である。 
委員会は，出願を提出した当局又は機関に当該異議申立書を送付する。 
(2)-(5) 略 
 
第54条 取消 
(1) 委員会は，次に掲げる場合，自己の発意に基づき又は正当な利益を有

する自然人若しくは法人の請求に基づき，原産地呼称保護若しくは地理的

表示保護又は伝統的特産品保護の登録を取り消すための施行決議を採択

することができる。 
(a) 明細書の条件の順守が確保されていない場合 
(b) 少なくとも7年間にわたり，伝統的特産品保護，原産地呼称保護又は地

理的表示保護の下で市場に出荷された産物がない場合 
委員会は，登録名称の下で販売される産物の生産者の請求に基づき，相

応する登録を取り消すことができる。 
この施行決議は，第57条(2)にいう審査手続に従って採択される。 

(2) 委員会は，すべての当事者がその権利及び正当な利益を防御する機会

を有することについての法的確実性を確保するために，取消手続に関する

細則を補足する委任決議を第56条に従って採択する権限を授与される。 
委員会は，取消手続の手順及び方式並びに(1)にいう請求の提示に関して

細則を定める施行決議を採択することができる。この施行決議は，第57条
(2)にいう審査手続に従って採択される。 
 
第14条 商標，原産地呼称及び地理的表示の間の関係 
(1) 原産地呼称又は地理的表示が本規則に基づいて登録されている場合は，

使用すると第13条(1)に反することになり，かつ，同種類の産物に関係する

商標の登録については，その商標の登録出願が当該原産地呼称又は地理的

表示に関する委員会への登録出願の提出日後になされた場合は拒絶され

なければならない。 
第1段落に違反して登録された商標は，無効とされる。 
本段落の規定は，指令2008/95/ECの規定にも拘らず適用される。 
(2) 第6条(4)を害することなく，原産地呼称又は地理的表示の保護に係る

出願が委員会に提出された日前に連合の領域内で善意で出願され，登録さ

れ又は使用により確立された (その可能性が関係法制により規定されて

いるときに限る。)商標であって，使用すると第13条(1)に反するものにつ

いては，原産地呼称又は地理的表示の登録にも拘らず，当該産物について

引き続き使用しかつ更新することができる。 
ただし，その無効又は取消の理由が共同体商標に関する2009年2月26日の

理事会規則(EC)No.207/2009又は指令2008/95/ECに基づいて存在しないこ

とを条件とする。かかる場合，保護原産地呼称又は保護地理的表示の使用

は，関係する商標の使用と共に許容される。 

 

以上 
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表 3.〔ドイツ〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 
地理的表示保護制度 

商標法/知的財産法 

(地理的表示) 

商標法/知的財産法 

(証明商標制度) 

 
欧州連合規則 
(EU) No. 1151/2012 による保護（以

下「EU 規則」） 

国内法（商標法）第 126 条等

による保護 
（第 6 部:原産地表示） 

商標法第 97 条等による保護 
（第 4 部:団体商標） 

(1) 保護対

象となる物

（商品・サ

ービス等） 

農産物および食料品。ただし、ワイ

ン、芳香ワイン、蒸留酒は除く（こ

れらの商品に関する地理的表示

は、特別な規制により保護される） 

全ての商品/役務 

 

全ての商品/役務 

 

(2) 保護対

象となり得

る名称 

■保護対象となり得る名称： 
「原産地呼称」 
「原産地呼称」とは，次に掲げるこ

とすべてに該当するある産物を特

定する名称をいう。 
(a) 特定の場所，地域又は例外的な

場合に国を原産地とすること 
(b) その品質又は特性が，本質的に

又はもっぱら，その内在的な自然

又は人的要因を伴う特定の地理的

環境によるものであること 
(c) その生産段階のすべてが限定

された地理的区域内で行われるこ

と 
（EU 規則第 5 条(1)） 
 
「地理的表示」： 
「地理的表示」とは，次に掲げるこ

とすべてに該当する産物を特定す

る名称をいう。 
(a) ある特定の場所，地域又は国を

原産地とすること 
(b) その所与の品質，評判又はその

他の特性を本質的にその地理的原

産地に帰し得ること 
(c) その生産段階の少なくとも 1
つが限定された地理的区域内で行

われること 
（EU 規則第 5 条(2)） 
 
■保護対象となる標章の限定 

(1) 一般名称 

(2) 植物品種又は動物品種の名称

と衝突する名称 
(3) 既に記載されている名称と全

面的又は部分的に同音異義である

名称 
(4) 原産地呼称又は地理的表示と

しての登録を意図された名称につ

いて、ある商標の評判及び名声並

■保護対象となり得る名称：

商品または役務の地理的原

産地を特定するために取引

上使用される場所、地域、地

方または国の名称およびそ

の他の表示もしくは標識が

保護される（商標法第 126 条

(1)）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■保護対象となる標章の限

定 

一般的性質の名称 

（商標法 126 条(2)） 
 
 
 
 
 
 
 
 

■保護対象となり得る名称： 
商業上もしくは地理上の出所、品

質、種類またはその他の特性に基

づいて、商業上の源泉を示す標識

（商標法第 97 条）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■保護対象となる標章の限定 
商標法第 8 条に従って個別の

商標に関して適用される限定が

妥当する。ただし、第 8 条(2)の第

2 号は除く。 
 
 
 
 
 
 

びにそれが使用されている期間の

長さにかんがみて，原産地呼称又

は地理的表示として意図された名

称を登録することに当該産物の真

正の正体に関して消費者に誤解を

生じさせる虞がある場合 
（EU 規則第 5 条） 
 
■一般名称の取り扱いに関する規

定の有無及びその内容 
 
EU 規則第 6 条に規定されている。

 

 
 
 
 
 
 

 

■一般名称の取り扱いに関

する規定の有無及びその内

容 
 
商標法 126 条に規定されて

いる。 

 
 
 
 
 
 

 

 

■一般名称の取り扱いに関する

規定の有無及びその内容 
 
商標法第 99 条に明記されてい

る。（絶対的拒絶理由である第 8
条 2(2)例外規定） 

(3) 登録主

体の要件 

第 49 条 名称登録に係る出願 
(1) 第 48 条にいう品質スキームに

基づく名称登録出願は，登録される

名称を付する産物について作業す

る集団に限り提出することができ

る。国境に跨る地理的区域を指定す

る「原産地呼称保護」若しくは「地

理的表示保護」の名称の場合又は

「伝統的特産物保護」の名称の場合

は，異なる加盟国又は第三国のいく

つかの集団が共同登録出願を提出

することができる。 
単一の自然人又は法人は，次に掲げ

る条件の双方が満たされているこ

とが証明された場合は集団として

扱うことができる。 
(a) 当該者が意欲的に出願する唯

一の生産者であること 
(b) 原産地呼称保護及び地理的表

示保護に関し，限定された地理的区

域が近隣区域の特性とはかなり異

なる特性を有するか又は当該産物

の特性が近隣区域で生産されたも

のの特性と異なること 

明確な規定はない。 第 98 条 所有者資格 
出願に係る団体標章又は登録団

体標章は，法的能力を有しかつそ

の構成員自身が団体である 
上部団体若しくは本部組織を含

め，法的能力を有する団体のみが

所有することができる。公法によ

って規律される法人は，これらの

団体と同一の地位を有する。 
 

(4) 主な登

録要件 

上述の定義を参照されたい。 
 
 

登録することはできない。登

録がなくても保護される。 
識 別 性 （ 出 所 の 表 示 : 
indication of origin）が必要で

ある。 

(5) 使用方

法に関する

規定・制限

があるか

（表示義務

等） 

第 12 条 名称，標章及び表示 
(3) 連合を原産地とし，本規則に

定める手続に従って登録された

原産地呼称保護又は地理的表示

保護の下で販売される産物の場

合，それらに関連する連合の標章

はラベル表示に示さなければな

らない。 
更に，当該産物の登録名称は，同

じ視野に示されるものとする。

「原産地呼称保護」若しくは「地

理的表示保護」又は対応する

「PDO」若しくは「PGI」という略

号をラベル表示に示すことがで

きる。 

規定なし 規定なし 
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(6) 品質管

理に関する

規定 

第 38 条 市場における名称の使用

の監督 
加盟国は，第 36 条にいう管轄当

局の名称及び宛先を委員会に通知

する。委員会は，これらの当局の名

称及び宛先を公表する。 
加盟国は，危険分析に基づいて，

本規則の要件の順守を確保するた

めの検査を実施するものとし，か

つ，違反があった場合は，すべての

必要な措置をとる。 

規定なし 
 

団体商標の所有者が、商標法第

102条に従って規定された規約に

反する団体商標の不正使用を防

止するための適切な処置を取ら

ない場合、誰でも取消請求をする

ことができる。 

(8) 効力 
地理的表示および類似した表示に

つき、許諾によることなく、虚偽の

使用、誤認をもたらす使用、または

保護される名称の不正利用となる

ような使用を行うことは、禁止さ

れている（EU 規則第 13 条）。 

地理的表示およびそれに類

似した表示につき、許諾のな

い、混同のおそれのある使用

を行うことは禁止されてい

る（商標法第 127 条、第 128
条）。 

登録された証明商標またはそれ

に類似したマークにつき、許諾に

よることなく、混同のおそれのあ

る使用を行うことは禁止されて

いる（商標法第 97 条(2)、第 14 条、

第 15 条）。 

(9) 効力範

囲 

当該名称により登録された商品 当該地理的表示が用いられる

商品／役務 
 

当該名称により登録された商品／

役務 

(9) 他者の

不正使用に

対する規制

手段 

加盟国は、当該加盟国内で生み出

されまたは流通している、保護さ

れる原産地名称および保護される

地理的表示の不正使用を防止また

は停止するために適切な行政上お

よび司法上の手続を採るものとす

保護される地理的表示の受益

者は、侵害に対して差止命令

と損害賠償を請求することが

できる（商標法第 128 条）。

商標の保有者は、侵害に対して差止

命令と損害賠償を請求することが

できる（商標法第 97 条(2)、第 14 条、

第 15 条）。 

る（EU 規則第 13 条(3)）。 

(10) 費用、

保護期間等 

登録料：900 ユーロ（料金 No. 
336100。特許費用法第 2 条(1)への

付録、本規則第 47 条も参照された

い。） 
 
更新手続きはない。 

登録をすることはできないの

で、料金はかからない。 
 

登録料：３区分につき 900 ユーロ

（料金 No. 331200。特許費用法第

2 条 (1)への付録も参照された

い。） 
更新料：1800 ユーロ（料金

No. 332200。特許費用法第 2
条(1)への付録も参照された

い。） 
保護期間：10 年。商標法第 97
条(2)、第 47 条(1)を参照され

たい。 

(11) 申請先 加盟国（ドイツでは、ドイツ特許商

標庁） 

登録をすることはできない。 ドイツ特許商標庁 

(12) その他

の特記すべ

き事項 

– – – 

 

 

以上 
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海外質問票調査（証明商標）⑤フランス 
 

1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義 

フランスでは、認証・証明マークは、団体証明標章

(Collective certification mark)により保護される。 
 
第L715条1 
標章が，登録の所有者によって発行された使用規約

に従う者によって使用されるときは，団体標章とし

て区分される。 
団体証明標章は，特に内容，属性又は品質等につい

てそれぞれの規約に記載された特性を表示する商

品又はサービスに付されるものとする。 
 
第L712条13 
職業組合は，次に転記する労働法第L413条1及び第

L413条2に従って，組合の標章及び証明標章を登録

することができる。 
「第L413条1 職業組合は，知的財産法第VII巻第II
章に定められた手続をとることによって，組合の標

章又は証明標章を登録することができる。組合は，

登録後，同法に定められたこれら標章についての排

他的所有権を主張することができる。」 

2 
証明商標の保護

対象に関する特

別な規定 

該当なし。 

3 
出願人の主体要

件 

第L715条2 
本巻の規定は，団体証明標章に関し，次の特別規定

及び第L715条3の規定に従うことを条件として，団

体標章に適用する。 
(1) 商品又はサービスの製造業者，輸入業者又は販

売業者の何れでもない法人は，団体証明標章を登録

することができる。 

4 
出願時に必要な

提出書類 

第L715条2 
(2) 団体証明標章の使用は，所有者以外の者であっ

て，規約によって定められた条件を満たす商品又は

サービスを供給するすべてのものに開放される。 

5 
使用規則に 

記載すべき項目 

第L715条1 
標章が，登録の所有者によって発行された使用規約

に従う者によって使用されるときは，団体標章とし

て区分される。 
団体証明標章は，特に内容，属性又は品質等につい

てそれぞれの規約に記載された特性を表示する商

品又はサービスに付されるものとする。 

6 
出願の審査 

(1) 概要 

（原則） 

第L712条7 
登録出願は，次の場合は拒絶される。 
(a) 出願が第L712条2の要件を満たしていないとき 
(b) 標識が第L711条1及び第L711条2による標章に

該当せず，又は第L711条3によって標章として認め

られないとき 
(c) 第L712条4に基づく出願に対する異議申立が支

持されるとき 
拒絶理由が出願の一部のみに関連している場合は，

出願はその一部のみが拒絶される。 

7 

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容について

審査・品質に関

する審査 

 
規定なし 

8 
登録要件 

(1) 主体的要

件 

第L715条2 
本巻の規定は，団体証明標章に関し，次の特別規定

及び第L715条3の規定に従うことを条件として，団

体標章に適用する。 
(1) 商品又はサービスの製造業者，輸入業者又は販

売業者の何れでもない法人は，団体証明標章を登録

することができる。 

9 登録要件 第L715条2 

(2) 使用規則 (5) 登録出願は，それが証明に関して適用される法

律によって定められた要件を満たさないときは，拒

絶される。 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒絶

理由 

第L711条2 
標章となり得る標識の識別性は，指定商品又はサー

ビスとの関連において評価されるものと 
する。 
次のものは，識別性を有していないものとする。 
(a) 標識又は名称であって，日常の言語又は技術的

言語によって商品又はサービスについての必然的，

包括的又は通常の呼称を構成するに過ぎないもの 
(b) 標識又は名称であって，製品又はサービスの特

徴，特に種類，品質，数量，用途，価格，出所，商

品の製造又はサービスの提供の時期等を指定する

機能を有するもの 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

第L711条2 
標章となり得る標識の識別性は，指定商品又はサー

ビスとの関連において評価されるものとする。 
(a)(b) 略 
(c)にいう場合を除き，使用によって識別性が取得

されることがある。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

第L711条2 

(b) 標識又は名称であって，製品又はサービスの特

徴，特に種類，品質，数量，用途，価格，出所，商

品の製造又はサービスの提供の時期等を指定する

機能を有するもの 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

規定なし 

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の

識別性に関する

規定 

規定なし 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由
規定なし 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

規定なし 

(d)その他の特

則 

第L715条2 
(6) 証明標章が継続的に使用され，法律による保護

が停止したときは，第L712条10に従うことを条件と

して，10年間は如何なる目的でも登録したり使用し

たりすることができない。 
 
第L715条3 
団体証明標章が本章の要件を満たさないときは，公

訴官の申立又は利害関係人の請求によって，その登

録無効命令が出されることがある。 
無効判決は，絶対的効力を有するものとする。 

11 使用規則の公開 規定なし 

12

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

規定なし 

13 権利の効力 

通常商標と同じ 
 
第L713条1 
標章の登録は，標章の所有者に対し，所有者が指定

する商品及びサービスについての標章の所有権を

付与する。 
第L713条2 
次のことは，所有者の許可がない限り禁止される。

(a) 登録において指定されているのと同一の商品又

はサービスについて，標章を複製し，使用し又は付

すこと(これには「formula，manner，system，imitation，
type，method」等の語が付記されているものも含む)，
及び複製した標章を使用すること 
(b) 適法に付されている標章を隠滅又は変更するこ

と 
第L713条3 
次のことは，公衆に混同を生じさせる虞がある場合

は，所有者の許可がない限り禁止される。 
(a) 登録において指定されている商品又はサービス

と類似のものについて，標章を複製し，使用し又は

付すこと，及び複製された標章を使用すること 
(b) 登録において指定されている商品又はサービス

と同一又は類似のものについて，標章を模造するこ

と，及び模造された標章を使用すること 

14 許諾によりマー
第L715条3は、以下のように規定しているだけであ

る： 
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クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

団体証明商標の使用は、所有者以外の者であって、

規約によって定められた条件を満たす商品又は役

務を供給するすべての者に開放される。 
 
同条文は「使用権者」（licencee）という言葉は使用

していないが、規約に定められた条件を満たすすべ

ての者に言及している。 
 
証明商標の使用は、商標権者との事前の合意／契約

の締結によるものではないので、許諾によりマーク

を使用する者は使用権者ではない。 
 
法定の実施権についての規定はない。 

15 

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

許諾によりマークを使用する者（authorized user）は、

商標侵害訴訟を提起することはできない。商標権者

のみが侵害訴訟を提起できる。 
 
第L716条5によれば、商標権者、またはライセンス

契 約 に よ っ て 排 他 的 使 用 権 を 与 え ら れ た

（authorized）者だけが、商標侵害訴訟を提起するこ

とができる。 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案される。 

 

17 

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。 

違いは存在する。たとえば、許諾によりマークを使

用する者（authorized user）は、商標侵害訴訟を

提起することはできない。 

18 
第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第L713条6 

標章の登録は，次のものと同一又は類似の標識の使

用を妨げないものとする。 

(a) 会社名，商号又は看板であって，当該使用が登

録の前からなされているか又は善意で自己の姓を

使用する他人によってなされる場合 

(b) 特に付属品又は部品等として，製品又はサービ

スの意図される用途を述べるために必要な言及で

ある場合。この場合は，出所についての混同が生じ

ないことを条件とする。 

ただし，当該使用が登録の所有者の権利の侵害に当

たる場合は，当該所有者は，使用の制限又は禁止を

要求することができる。 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

商標権者の使用は許されていない。（第L715-2(3)）

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

該当なし。 

21 

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

免れる。（第L714条5 (a)） 
 
 

22 
出願料・登録

料・更新料 

公的手数料は、あらゆる商標において同一である。
 
出願料（電子出願） 
1～3区分目の費用：210ユーロ 
4区分目以上の区分毎の費用：42ユーロ 
 
出願料（紙の書類による出願） 
1～3区分目の費用：250ユーロ 
4区分目以上の区分毎の費用：42ユーロ 
 
登録料：不要 
 
更新料 
1～3区分目の費用：250ユーロ 
4区分目以上の区分毎の費用：42ユーロ 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：出願人は、標識について、あらゆる種類の商標として出願すること

ができる。その選択は出願人次第である。 
 

この問いが、すでに証明商標として登録されている標識を商標（あらゆる

種類の商標）として出願できるかどうかというものなのであれば、出願可

能である。フランスの商標の登録官は、相対的拒絶事由について審査する

ことはないし、商標の種類にかかわらず、先に同一の／類似した商標が存

在するという理由で、その後に出された出願を拒絶することもない。 
 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：違いはない。 

 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：全てを権利として取得するということではない。 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答：そうではない。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：(b)  

「特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされ

ていない商品・役務との関係で識別できると考える。」 

 

追加コメント：証明商標の識別性に関する判断は、他のあらゆる種類の商

標と同じように行われる。 
 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され

ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 

 

回答：上記(1)(b)の通り、証明される商品・役務が、証明されていない商

品・役務と識別されているという考え方による。 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答：我々が調査した限りでは、そのような証明商標は見つからなかった。

しかしながら、このような商標は、識別力のある何らかの（1 個または複

数の）要素が付加されないかぎり、識別性を欠くとして拒絶されるべきも

のである。 
 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断
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するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答：審査基準等にそのような言及はない。 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：違いはない。 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 

 

回答：我々が調査した限りでは、そのような裁判例は見つからなかった。 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

第L721条1（商標法） 
第L115条1（消費法典） 

原産地名称 
（あらゆる商品に関する） 

第641条5（農事法典） 原産地名称統制（AOC） 
（農林水産物に関する） 

第L721条2（商標法） 工業製品・工芸品に関する地

理的表示 
関連するEU規制については、EUの関連アンケートを参照のこと。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別表1の表を参照 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答：両制度は互いに排除するものではなく、共存するものである。詳細

については別表1を参照されたい。 
 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答： 

【商標法】 
第L711条4 
標識は，それが先の権利，特に次のものを侵害する場合は，標章として認

められない。 
(d) 保護された原産地名称 
 
【農事法典 (Code rural)】 
第L643条1はある程度の規定をしている： 

原産地名称を、公知・公有になるような一般的性格を持つ呼称とみなす

ことはできない。 
原産地名称を構成する名称、またはそれを想起させるその他の表示を、

類似した商品について使用するならば、1990年7月6日発効の法律および規

則上の処分を受けることになる。このような名称・表示は、その使用が原

産地名称の名声を揺るがしたり弱めたりするおそれがあるならば、いかな

る団体、商品または役務についても使用することはできない。 
 
 

3. その他 
(1) AOCとAOP/PDOの関係について 
 
回答： 
PDO（AOP）は、EU全体において商品の名称を保護するEUの標識である。 
AOC（原産地名称統制）は、PDOの基準を満たす商品を示し、フランス

の領土内におけるその呼称を保護するものである。AOCは、現在ヨーロッ

パ全体における標識となっているPDOになる前の段階である。EU規制に

よってカバーされていない商品についても取り扱うことができる。AOCス

キームがAOP/PDOに統合される予定はない。 

 

以上 
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別添 1 

表 3.〔フランス〕地理的表示保護制度と商標制度との相違68 

 
地理的表示保護制度 

知的財産法 

原産地名称 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

 
農事法典第 641 条 5 
（原産地名称統制（AOC）） 

知的財産法第 L721 条 2 
（第Ⅱ編 原産地名称） 

知的財産法第 L715 条 1 
（団体証明商標） 

(1) 保護対象となる物

（商品・サービス等）

農林水産物 工業製品・工芸品 全ての商品/役務 

(2) 保護対象となり得

る名称 

農事法典第 641 条 5 
原産地名称は、国、地方または

地域の地名であって、そこを

出所とし、その品質または特

性が自然および人的要因の双

方を含む地理的環境に起因す

る製品を指定するのに役立つ

ものから構成される。 
 
農事法典第 L643 条 1： 
原産地名称を、公知・公有にな

るような一般的性格を持つ呼

称として考えることはできな

い。 

知的財産法 第 L721 条 2： 
原産地表示は、ある地域また

は特定の場所を原産地とし、

主として当該地理的出自に由

来する品質、名声又はその他

の特徴を有する商品――農林

水産物を除く――を指し示す

ために使用される地域または

特定の場所の名称からなる。

知的財産法 第 L711 条 1 
商標又はサービスマークとは，

自然人又は法人の商品及びサ

ービスを識別するのに役立つ，

視覚的な表示が可能な標識で

ある。 
次のものは，そのような標識を

構成することができる。 
(a) あらゆる形態の名称。例え

ば，語，語の組合せ，姓，地理

的名称，筆名，文字，数字， 
略語 
(b) 聴覚的標識。例えば，音，

楽句 
(c) 形象的標識。例えば，図案，

ラベル，印章，織端，浮き彫り，

ホログラム，ロゴ，合成 
形象。形状，特に製品若しくは

その包装の形状又はサービス

を特定する形状。色彩の配置，

組合せ又は色合い 
第 L711 条 2 
標章となり得る標識の識別性

は，指定商品又はサービスとの

関連において評価されるもの

と 
する。 
次のものは，識別性を有してい

ないものとする。 
(a) 標識又は名称であって，日

常の言語又は技術的言語によ

って商品又はサービスについ

て 
の必然的，包括的又は通常の呼

称を構成するに過ぎないもの 
(b) 標識又は名称であって，製

品又はサービスの特徴，特に種

                         
68
原産地名称 消費者法第 L115 条 1および知的財産法第 L721 条 1 

「原産地名称統制」（AOC）に関しては、農村および海洋漁業に関する法（農事法典）第 L641 条 5 

ここでいう「原産地名称」――あらゆる商品に対して便益を与えるものである――は、他の定義では拾えなか

ったカテゴリーであるので、AOC について論じる。 

類，品質，数量，用途，価格， 
出所，商品の製造又はサービス

の提供の時期等を指定する機

能を有するもの 
(c) 製品の内容又は機能から生じ

る形状，又は製品に実質的価値を

与える形状のみから成る 
標識 
(c)にいう場合を除き，使用によっ

て識別性が取得されることがあ

る。 

(3) 登録主体の要件

（法人格の有無、個

人・政府機関の可

否、機関に対する公

的機関・第三者機関

による認証の要否

等） 

農事法典 第 L642 条 17： 
AOC の保護および「管理」は、

法人格を有する団体によって

なされる。 

知的財産法 第 L721 条 4： 
法人格を有する私的団体 

知的財産法 第 L 715-2(1)  
(1) 商品又はサービスの製造業

者，輸入業者又は販売業者の何

れでもない法人は，団体証明標

章を登録することができる。 

(4) 主な登録要件 農事法典 第 641 条 5 
上記 2 参照 

知的財産法 第 L721 条 2： 
上記 2 参照 

知的財産法 第L711条1： 
商標又はサービスマークとは，

自然人又は法人の商品及びサ

ービスを識別するのに役立つ，

視覚的な表示が可能な標識で

ある。 

(5) 使用方法に関す

る規定・制限がある

か 

（表示義務等） 

規定なし 規定なし 規定なし 

(6) 品質管理に関す

る規定 

（品質管理規定の要

否、規定の審査の有

無、行政機関による

実施体制チェックの

有無等） 

規定あり 
 
農事法典 第 L642-1, L642-2 
L642-3, L642-5 and L642-27 to 
L642-35 条 
 

規定あり 
 
知的財産法第 L721 条 6、第

L721 条 7、第 L721 条 9 
 

規定あり 
 
知的財産法 第 L714-6： 
標章の所有者は，自らの行為の

結果，標章が次のものに該当す

るようになった場合は，自己の

権利の取消を免れない。 
(a) 製品又はサービスの取引に

おける普通の名称 
(b) 製品又はサービスの，特

に，内容，品質又は出所につい

て誤認を生じさせる虞がある

もの 

(8) 効力 
農事法典 第 L643 条 1 条： 
使用が原産地名称の名声に

対して有害であるならば、い

かなる団体、商品または役務

についての使用に関しても保

護がなされる。 

知的財産法 第 L721 条 8 に

規定がある。（保護の範囲） 
 
 
知的財産法 第 L722 条 1： 
侵害に対する民事訴訟が可能 
 
知的財産法 第 L722 条 9： 
税関差押さえが可能 

知的財産法 第L713条1： 

標章の登録は，標章の所有者に

対し，所有者が指定する商品及

びサービスについての標章の

所有権を付与する。 

(9) 効力範囲（対象 農事法典 第 L643 条 1 知的財産法 第 L721 条 知的財産法 第 L713 条 2 
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となる商品・サービ

ス等の範囲、効力が

及ばない範囲の規定

等） 

条： 
（略） 
原産地名称を構成する名称又は

原産地名称を想起させるその他

の表示は、類似の生産物に使用

することができない。但し、

1990 年 7 月 6 日時点において

施行されていた法律・命令の規

定の適用を妨げない。これらの

名称・表示は、その使用が原産

地名称の著名性を流用し、又は

弱める可能性がある場合には、

いかなる施設、商品又は役務に

関しても使用することができな

い。 

8：  
（保護の範囲） 

次のことは，所有者の許可がな

い限り禁止される。 

(a) 登録において指定されて

いるのと同一の商品又はサー

ビスについて，標章を複製し，

使用し又は付すこと(これには

「formula，manner，system，

imitation，type，method」等の

語が付記されているものも含

む)，及び複製した標章を使用

すること 

(b) 適法に付されている標章

を隠滅又は変更すること 

 

知的財産法 第 L713 条 3 

次のことは，公衆に混同を生じ

させる虞がある場合は，所有者

の許可がない限り禁止される。

(a) 登録において指定されて

いる商品又はサービスと類似

のものについて，標章を複製

し，使用し又は付すこと，及び

複製された標章を使用するこ

と 

(b) 登録において指定されて

いる商品又はサービスと同一

又は類似のものについて，標章

を模造すること，及び模造され

た標章を使用すること 

(9) 他者の不正使用

に対する規制手段

（行政機関による取

締り、権利者による

請求等） 

農事法典 第 L643 条 3-1： 
AOC の保護を行う責任を負

う団体は、フランス産業財産

庁（フランス商標登録所）の

長に対し、AOC の名称、イ

メージ、評判、名声に対して

害となりうる商標の登録につ

いて拒否権を行使するよう求

めることができる。 
 
第 L643 条 3-3： 
品質および出所を示す公的標識

を受けていると公衆に誤信させ

るような標識を取引で用いるこ

とは、消費法典第 L121 条 1、I-
2°により禁止されている。 

知的財産法 第 L721 条 8：  
（保護の範囲） 
 
知的財産法 第 L722 条 1： 
侵害に対する民事訴訟が可能 
 
知的財産法 第 L722 条 9： 
税関差押さえが可能 
 

知的財産法 第 L716 条 1 

標章所有者の権利の侵害は，

違反者に民事法上の責任を生

じさせる違反行為となる。第

L713 条 2，第 L713 条 3 及び

第 L713 条 4 に定められた禁

止についての違反は，標章に

係る権利の侵害となる。 

(10) 費用、保護期

間等 

料金に関する情報は見つから

なかった。 
350 ユーロ 
保護期間：無期限 

出願料（電子出願） 
1～3区分目の費用：210ユーロ 
4区分目以上の区分毎の費用：

42ユーロ 
 
出願料（紙の書類による出願） 
1～3区分目の費用：250ユーロ 
4区分目以上の区分毎の費用：

42ユーロ 
 
登録料：不要 
 
更新料 
1～3区分目の費用：250ユーロ 
4 区分目以上の区分毎の

費用：42 ユーロ 
 
保護期間：10 年間（更新

可） 

(11) 申請先 国立原産地・品質研究所

（INAO） 
フランス産業財産権庁

（INPI） 
フランス産業財産権庁

（INPI） 

(12) その他の特記

すべき事項 なし なし なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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海外質問票調査（証明商標） 

⑥オーストラリア 
 
1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 
表1. 証明商標制度に関する定義・規定等（Trade Mark Act 1995） 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義 

第169条 証明商標とは何か「証明商標」とは，次の商

品又はサービス，すなわち， 
(a) 業として取引又は提供され，かつ 
(b) ある者(「証明商標の所有者」)又はその者によっ

て承認された他の者が，(商品の場合は)原産地，

原料又は製造方法を含め，品質，精度又はその他

の特徴について証明したものを， 
業として取引又は提供されるが前記の証明を受けて

いない他の商品又はサービスから識別するために使

用されるか又は使用が予定される標識をいう。 
［注：証明される商品又はサービスには，証明商標

所有者又は当該所有者によって商品又はサービスの

証明をすることを承認された者を含め，何人の商品

又はサービスをも含めることができる。］ 

2 

証明商標の保護

対象に関する特

別な規定 

地理的表示は、証明商標として保護され得る。 

3 
出願人の主体要

件 

出願人は、法人格を有している必要がある。 
 
第27条 出願－どのように行うか 
(1) 何人も，次の条件を満たしている場合は，商品

及び／又はサービスに関して商標の登録を求

める出願をすることができる。 
（中略） 
(2) 出願は， 
(a) 規則に従っていなければならず，かつ 
(b) 規則に従って，所定の書類と共に提出しなけれ

ばならず，かつ 
(c) 法人格を有する者が行わなければならない。 

 
（証明商標には、第27(1)(b)は適用されない。第170条

参照） 

4 
出願時に必要な 

提出書類 

第27条 出願－どのように行うか 
(1)(2) 略 
(3) 出願に含めることができる明細を制限すること

なく，出願は， 
(a) 商標の表示を含んでいなければならず，かつ 
(b) 商標登録を求める商品及び／又はサービスを，

規則に従って指定しなければならない。 
 
第173条 証明商標の使用を規制する規約 
(1) 証明商標登録の出願をした者は，規則に従って，

証明商標の使用を規制する規約の写しを提出し

なければならない。規約の写しは，第27条(2)に
規定する書類に対する追加として，提出しなけ

ればならない。 
［注：「提出する」については，第6条参照］ 

(2) 前記の規約には，次の事項を明記しなければな

らない。 
(a) 証明商標の適用に関して商品及び／又はサー

ビスが満たさなければならない要件(「証明要

件」)，及び 
(b) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たし

ているか否かを決定するための手順，及び 
(c) ある者が，商品及び／又はサービスが証明要件

を満たしているか否かを評価することを承認

される者(「承認証明者」)になるために有さな

ければならない特性，及び 
(d) 証明商標の所有者又は承認使用者である者が，

商品及び／サービスに関して証明商標を使用

するために満たさなければならない要件，及び

(e) 証明商標の所有者又は承認使用者である者に

よる証明商標の使用に関するその他の要件，及

び 
(f) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たし

ているか否かに関する紛争の解決手順，及び 
(g) 証明商標に関連するその他の問題に関する紛

争の解決手順 
(3) 規約は，委員会が含めるよう要求したその他の

事項も含まなければならない。 
(4) 規約は，委員会が含めることを許可したその他

の事項も含むことができる。 
 
規則16.1 提出すべき規約の写し 
(使用を規制する規約について規定している)法律第

173条(1)の適用上，証明商標登録出願人は，出願時

又はその後速やかに，証明商標の使用を規制する規

約の写しを提出しなければならない。 

5
使用規則に 

記載すべき項目

第173条 証明商標の使用を規制する規約 
(1) （略） 
(2) 前記の規約には，次の事項を明記しなければな

らない。 
(a) 証明商標の適用に関して商品及び／又はサー

ビスが満たさなければならない要件(「証明要

件」)，及び 
(b) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たし

ているか否かを決定するための手順，及び 
(c) ある者が，商品及び／又はサービスが証明要件

を満たしているか否かを評価することを承認

される者(「承認証明者」)になるために有さな

ければならない特性，及び 
(d) 証明商標の所有者又は承認使用者である者が，

商品及び／サービスに関して証明商標を使用

するために満たさなければならない要件，及び

(e) 証明商標の所有者又は承認使用者である者に

よる証明商標の使用に関するその他の要件，及

び 
(f) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たし

ているか否かに関する紛争の解決手順，及び 
(g) 証明商標に関連するその他の問題に関する紛

争の解決手順 

6

出願の審査 

(1) 概要 

（原則） 

第31条 登録官による出願についての審査及び報告 
登録官は，規則に従って次の事項に関して審査し，

報告しなければならない。 
(a) 出願が本法に従って行われているか否か，及び

(b) 本法に基づく拒絶理由が存在するか否か 
［注：「本法」については，第6条参照］ 

 
第176条 出願の受理又は拒絶 
(1) 登録官は，次の場合は出願を受理しなければな

らない。 
(a) 出願が本法に従ってなされた場合，及び 
(b) 出願を拒絶する理由がない場合，及び 
(c) 委員会が第175条(2)に基づいて証明書を交付し

た場合 
それ以外の場合は，登録官は，出願を拒絶しなけれ

ばならない。 
(1A) ただし，登録官は，(1)(a)及び(b)の条件の1又

は両方が満たされないという理由のみで出

願を拒絶する前に，出願人に聴聞の機会を与

えなければならない。 
(2) 登録官は，条件又は制限を付して，出願を受理

することができる。 
［注：「制限」については，第6条参照］ 

(3) 登録官は， 
(a) 自己の決定を書面により出願人に通知しなけ

ればならず，かつ 
(b) その決定を公報に公告しなければならない。 

 
第177条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－

証明商標が証明商品又はサービスを識別しない 
(1) 次の事項，すなわち， 
(a) 証明商標の登録出願を拒絶すること，又は 
(b) 証明商標の登録に異議申立をすること， 
ができる他の全ての理由に加え， 
その商標が，出願人又は承認証明者によって証

明される商品又はサービスを，そのような証明

を受けていない商品又はサービスから識別する

能力を有していない場合は，出願は拒絶される

か，又は登録に対して異議申立をすることがで

きる。 
［注1：「出願人」については，第6条参照］ 

［注2：「承認証明者」については，第173条(2)(c)
参照］ 
［注3：第4部第2節は出願についての主な拒絶

理由を規定しているが，第41条は証明商標には

適用されない(第170条参照)。］ 
(2) 証明商標が，出願人又は承認証明者によって証

明された商品又はサービスを前記の通りに識別

する能力を有するか否かを決定するに際し，登録

官は，次の事項を考慮しなければならない。 
(a) 証明商標がその商品又はサービスを識別する

のに本質的に適合している程度，又は 
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(b) 証明商標が，その使用又はその他の状況によ

り，その商品又はサービスを識別するのに適合

するようになってきている程度 

7 

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容について

審査・品質に関

する審査 

第174条 登録官は書類を委員会に送付しなければ

ならない 
登録官は，規則に従って，出願に関連する所定の書

類を委員会に送付しなければならない。 
 
第175条 委員会による証明書 
(1) 委員会は，第174条に基づいて受領した出願及び

書類を，規則に従って検討しなければならな

い。 
(2) 委員会が次の事項，すなわち， 
(a) ある者が承認証明者になるために有さなけれ

ばならない特性が，商品及び／又はサービスが

証明要件を満たしているか否かをその者に適

格に評価させるのに十分であること，及び 
(b) 第173条にいう規約が， 
(i) 公衆の不利益にならず，かつ 
(ii) 本号の適用上規定された基準に鑑みて満足で

きるものであること， 
を認めた場合は，委員会はその旨の証明書を交付

し，また，登録官にその写しを送付しなければな

らない。委員会はまた，規約の認証謄本を登録官

に送付しなければならない。 
［注1：「出願人」については，第6条参照］ 
［注2：「承認証明者」については，第173条(2)(c)参照］ 
［注3：「証明要件」については，第173条(2)(a)参照］ 

(3) 委員会は，委員会が必要であると考える場合は，

出願人に規約の修正又は変更を要求すること

ができる。 
(4) 委員会が(2)に記載したことを認めない場合は，

(a) 委員会は出願人及び登録官に対し書面をもっ

て，証明書を交付しない旨の決定を通知しなけ

ればならず，かつ 
(b) 登録官はその事項を，規則に従って公報に公告

しなければならない。 
(5) 証明書の交付を拒絶する旨の委員会の決定に対

しては，行政不服審判所に再審理の申請をする

ことができる。 
 
商標規則 16.2-16.7も参照 
 

8 

登録要件 

(1) 主体的要

件 

出願人は、法人格を有している必要がある。 
 
第27条 出願－どのように行うか 
(1) 何人も，次の条件を満たしている場合は，商品

及び／又はサービスに関して商標の登録を求

める出願をすることができる。 
（中略） 
(2) 出願は， 
(a) 規則に従っていなければならず，かつ 
(b) 規則に従って，所定の書類と共に提出しなけれ

ばならず，かつ 
(c) 法人格を有する者が行わなければならない。 

 
（証明商標には、第27(1)(b)は適用されない。第170
条参照） 

9 
登録要件 

(2) 使用規則 

第175条 委員会による証明書 
(1) 委員会は，第174条に基づいて受領した出願及び

書類を，規則に従って検討しなければならな

い。 
(2) 委員会が次の事項，すなわち， 
(a) ある者が承認証明者になるために有さなけれ

ばならない特性が，商品及び／又はサービスが

証明要件を満たしているか否かをその者に適

格に評価させるのに十分であること，及び 
(b) 第173条にいう規約が， 
(i) 公衆の不利益にならず，かつ 
(ii) 本号の適用上規定された基準に鑑みて満足で

きるものであること， 
を認めた場合は，委員会はその旨の証明書を交付

し，また，登録官にその写しを送付しなければなら

ない。委員会はまた，規約の認証謄本を登録官に送

付しなければならない。 
［注1：「出願人」については，第6条参照］ 
［注2：「承認証明者」については，第173条(2)(c)参照］ 
［注3：「証明要件」については，第173条(2)(a)参照］ 

(3) 委員会は，委員会が必要であると考える場合は，

出願人に規約の修正又は変更を要求すること

ができる。 
(4) 委員会が(2)に記載したことを認めない場合は，

(a) 委員会は出願人及び登録官に対し書面をもっ

て，証明書を交付しない旨の決定を通知しなけ

ればならず，かつ 
(b) 登録官はその事項を，規則に従って公報に公告

しなければならない。 
(5) 証明書の交付を拒絶する旨の委員会の決定に対

しては，行政不服審判所に再審理の申請をする

ことができる。 
 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒絶

理由 

第39条 一定の標識を含んでいる等の事情にある商

標 
(1) 商標が，第18条の適用上制定された規則によっ

て，商標として使用することが禁じられている標

識を含んでいるか，又はその標識で構成されてい

る場合は，その商標登録出願は拒絶しなければな

らない。 
(2) 商標が次のものを含んでいるか，又はそれで構

成されている場合は，その商標登録出願は拒絶す

ることができる。 
(a) 本項の適用上規定されている標識，又は 
(b) 次のものに著しく類似しており，その標識で

あるとみなされる虞がある標識 
(i) (a)にいう標識，又は 
(ii) (1)にいう標識 

  
第40条 視覚的に表示することができない商標 
商標登録出願は，その商標が視覚的に表示すること

ができないものである場合は，拒絶しなければなら

ない。 
 
第42条 中傷的な商標又はその使用が法律に反する

商標 
商標登録出願が次に該当する場合は，その出願は拒

絶しなければならない。 
(a) その商標が中傷的事項を含んでいるか又はそ

れで構成されていること，又は 
(b) その商標を使用したならば法律違反になるこ

と 
   
第43条 欺瞞又は混同を生じる虞がある商標 
商標又は商標に含まれている標識が有する暗示的

意味のために，その商標を特定の商品又はサービス

について使用することが欺瞞又は混同を生じる虞

がある場合は，当該の商品又はサービスについての

商標登録出願は拒絶しなければならない。 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

商標法第44条：類似したマークがすでに存在してい

る場合であっても、出願人が、出願に先立って継続

的に使用していたこと、誠実な同時使用を行ってい

たこと、および／または特別な事情があることにつ

いて証明できるときは、マークの登録は許可され得

る。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

商標法第61条は、地理的表示を含むマークについて

異議申立てを行うための特別な理由について規定

している。同条文については後述する。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

後述するように、商標法第61条はいくつかの例外に

ついて規定している。 
 
第61条 虚偽の地理的表示を含んでいるか又はそれ

から構成されている商標 
(1) 特定の商品(「関連商品」)に関する商標の登録に

対しては，その商標が次の場所を原産とする商

品(「指定商品」)についての地理的表示である標

識を含んでいるか又はその標識によって構成さ

れていることを理由として，関連商品が指定商

品に類似しているか，又は関連商品に関する商

標の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がある場合

は，異議申立をすることができる。 
(a) 関連商品の原産地である国以外の国，又は国

の地域若しくは地方，又は 
(b) 関連商品の原産地である国の地域若しくは地

方であって，関連商品の原産地以外の地域又

は地方 
(2) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次

の事項を立証した場合は，成立しない。 
(a) 関連商品が，その地理的表示によって特定さ

れる国，地域又は地方を原産とすること，又

は 
(aa) その標識が，指定商品の原産国において指定

商品に係る地理的表示として認められていな

いこと，又は 
(b) その標識が，指定商品の原産国において指定

商品の地理的表示として使用されなくなった

こと，又は 
(c) 出願人又はその前権原者が，その標識を関連

商品に関して善意で使用していたか，又は関

連商品に関してその商標の登録を善意で出願

しており，その時期が次の日，すなわち， 
(i) 1996年1月1日，又は 
(ii) その標識が原産国において特定商品の地理

的表示として認められた日，のうち何れか遅

い日より前であったこと，又は 
(d) 商標登録がぶどう酒又は蒸留酒(「関連ぶどう

酒又は蒸留酒」)に関して求められている場合

－その標識が1995年1月1日現在，関連ぶどう
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酒又は蒸留酒の原産国において関連ぶどう酒

又は蒸留酒の製造に用いられたぶどうの品種

についての慣用名であった名称と同一である

こと 
(3) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次

の事項を立証した場合も，成立しない。 
(a) その標識が指定商品についての地理的表示で

あるが，同時に関連商品についての地理的表

示でもあること，及び 
(b) 出願人が，その商標を関連商品に関して，関

連商品の原産について公衆を欺き又は混同を

生じさせる虞のある方法で今まで使用してお

らず，また，今後も使用しようとしていない

こと 
(4) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次

の事項を立証した場合も，成立しない。 
(a) その標識が，地理的表示である語又は用語か

ら構成されていること，及び 
(b) 語又は用語が通常の英語の語又は用語である

こと，及び 
(c) 出願人が，その商標を関連商品に関して，関連

商品の原産について公衆を欺き又は混同を生

じさせる虞のある方法で今まで使用しておら

ず，また，今後も使用しようとしていないこ

と 
［注1：「出願人」，「前権原者」及び「地理的表示」については，

第6条参照］ 
［注2：「原産とする」(ぶどう酒の場合に限る)については，第

15条参照］ 

 
(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の 

識別性に関する

規定 

第177条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－

証明商標が証明商品又はサービスを識別しない 
(1) 次の事項，すなわち， 

(a) 証明商標の登録出願を拒絶すること，又は 
(b) 証明商標の登録に異議申立をすること， 
ができる他の全ての理由に加え， 
その商標が，出願人又は承認証明者によって証明

される商品又はサービスを，そのような証明を受け

ていない商品又はサービスから識別する能力を有

していない場合は，出願は拒絶されるか，又は登録

に対して異議申立をすることができる。 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由 

第177条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－

証明商標が証明商品又はサービスを識別しない 
(1) 次の事項，すなわち， 

(a) 証明商標の登録出願を拒絶すること，又は 
(b) 証明商標の登録に異議申立をすること， 
ができる他の全ての理由に加え， 
その商標が，出願人又は承認証明者によって証明

される商品又はサービスを，そのような証明を受け

ていない商品又はサービスから識別する能力を有

していない場合は，出願は拒絶されるか，又は登録

に対して異議申立をすることができる。 
［注1：「出願人」については，第6条参照］ 
［注2：「承認証明者」については，第173条(2)(c)参照］ 
［注3：第4部第2節は出願についての主な拒絶理由を規定してい

るが，第41条は証明商標には適用されない(第170条参照)。］ 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

第177条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－

証明商標が証明商品又はサービスを識別しない 
(1) 略 
(2) 証明商標が，出願人又は承認証明者によって証

明された商品又はサービスを前記の通りに識別

する能力を有するか否かを決定するに際し，登

録官は，次の事項を考慮しなければならない。 
(a) 証明商標がその商品又はサービスを識別する

のに本質的に適合している程度，又は 
(b) 証明商標が，その使用又はその他の状況によ

り，その商品又はサービスを識別するのに適

合するようになってきている程度 

(d)その他の特

則 

証明商標は、不使用を理由とした商標の抹消の対

象にはならない（商標法第170条）。 
証明商標の譲渡は、競争・消費者委員会の同意を得

なければならない（商標法第180条）。 

11 使用規則の公開 

第179条 登録官は規約を公告しなければならない 
登録官は，規則に従って，証明商標の使用を規制す

る規約を公告しなければならない。 
 
規則16.12 規約の公表 
(1) 登録官は，規約の写しが法律第173条(1)に従って

提出された後速やかに，証明商標の使用を規制す

る規約を公表しなければならない。 
(2) 登録官は，法律第176条(3)(b)に従って出願の受

理を公報に公告した後速やかに，法律第175条(2)
に従ってACCC が登録官に提供した，規約の認

証謄本を公表しなければならない。 
(3) 登録官は，(次の方法を含むがこれらに限らず)登

録官が適切とみなす方法で，規約又は規約の認証

謄本を公表することができる。 
(a) 一般的に利用可能なコンピュータ・データベ

ースでの列挙，又は 
(b) 規約又は規約の認証謄本を公衆の閲覧に供す

ること 

12

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

第175条 委員会による証明書 
(1) 委員会は，第174条に基づいて受領した出願及び

書類を，規則に従って検討しなければならな

い。 
(2) 委員会が次の事項，すなわち， 
(a) ある者が承認証明者になるために有さなけれ

ばならない特性が，商品及び／又はサービスが

証明要件を満たしているか否かをその者に適

格に評価させるのに十分であること，及び 
(b) 第173条にいう規約が， 
(i) 公衆の不利益にならず，かつ 
(ii) 本号の適用上規定された基準に鑑みて満足で

きるものであること， 
を認めた場合は，委員会はその旨の証明書を交付

し，また，登録官にその写しを送付しなければなら

ない。委員会はまた，規約の認証謄本を登録官に送

付しなければならない。 
［注1：「出願人」については，第6条参照］ 
［注2：「承認証明者」については，第173条(2)(c)参照］ 
［注3：「証明要件」については，第173条(2)(a)参照］ 

(3) 委員会は，委員会が必要であると考える場合は，

出願人に規約の修正又は変更を要求すること

ができる。 
(4) 委員会が(2)に記載したことを認めない場合は，

(a) 委員会は出願人及び登録官に対し書面をもっ

て，証明書を交付しない旨の決定を通知しなけ

ればならず，かつ 
(b) 登録官はその事項を，規則に従って公報に公告

しなければならない。 
(5) 証明書の交付を拒絶する旨の委員会の決定に対

しては，行政不服審判所に再審理の申請をする

ことができる。 
 
第176条 出願の受理又は拒絶 
(1) 登録官は，次の場合は出願を受理しなければな

らない。 
(a) 出願が本法に従ってなされた場合，及び 
(b) 出願を拒絶する理由がない場合，及び 
(c) 委員会が第175条(2)に基づいて証明書を交付し

た場合 
それ以外の場合は，登録官は，出願を拒絶しなけ

ればならない。 
(1A) ただし，登録官は，(1)(a)及び(b)の条件の1又
は両方が満たされないという理由のみで出願を拒

絶する前に，出願人に聴聞の機会を与えなければ

ならない。 
(2) 登録官は，条件又は制限を付して，出願を受理

することができる。 
［注：「制限」については，第6条参照］ 

(3) 登録官は， 
(a) 自己の決定を書面により出願人に通知し

なければならず，かつ 
(b) その決定を公報に公告しなければならな

い。 
 
 
商標規則16.3 – 16.5 
規則16.3 出願についてのACCCによる 初の評価 
(1) (出願の検討について規定している)法律第175条

(1)の適用上，ACCCは，出願に関連して規則16.2
に基づいて受領した出願及びその他の書類に

ついて，それを受領した後速やかに， 初の評

価を行わなければならない。 
(2) ACCCは 初の評価の後速やかに，次の行為を実

行しなければならない。 
(a) 出願人及び登録官に対し， 初の評価につい

て通知すること，及び 
(b) 出願人への通知において， 初の評価が公報

に公告されることを表明すること，及び 
(c) 出願人への通知において，出願人又は他の者

が，公告を掲載した公報の発行日から1月以内

に， 初の評価に関して，次の事項を行うこと

ができることを表明すること 
(i) ACCCに対し書面をもって応答すること，及び

(ii) ACCCに対し書面をもって会議の開催を請求

すること 
(3) 登録官は，ACCCから通知を受領した後，次の行

為を実行しなければならない。 
(a) 初の評価を公報に公告すること，及び 
(b) (2)(c)に記載した表明を公告に含めること 

(4) 初の評価についての公報における公告日後1
月をもって終了する期間内において， 

(a) ある者がACCCに対し書面をもって，(2)に基

づく通知又は(3)に基づく公告に関して応答

し，かつ 
(b) 初の評価に含まれる事項に関して，ACCC

に対し書面をもって会議開催を請求する者が

いなかった場合は，ACCCは，出願についての

決定を行う前に，次の行為を実行しなければ
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ならない。 
(c) 出願人及び各応答人に対して，(a)に記載した

各応答書であって，他の者から受領したもの

の写しを送付し，かつ 
(d) 出願人及び各応答人に対して，(c)に記載した

各応答について意見書の提出を求めること 
 
規則16.4 会議の開催 
(1) 初の評価についての公報における公告日後1

月をもって終了する期間内に， 
(a) ある者がACCC に対し書面をもって， 初の

評価に含まれている事項について，会議の開

催を請求し，かつ 
(b) 規則16.3(2)に基づく通知又は規則16.3(3)に基

づく公告に関連し，前号に記載したもの以外

に，ACCCに対し書面をもって応答する者が

いなかった場合は，ACCCは，出願について決

定する前に，会議を開催しなければならない。

(2) ACCCは，(1)に基づく会議開催請求を受領した後

速やかに，次の措置をとらなければならない。 
(a) 出願人及び(1)に記載した他の者に対して，次

の事項を求めること 
(i) 会議に出席すること，及び 
(ii) 会議において口頭又は書面により，(b)(ii)に

記載する他の者が表明する意見について述

べること，及び 
(b) 出願人及び(1)に記載した他の者に対して，次の

ものを与えること 
(i) 会議の日時及び場所についての合理的な通

知，及び 
(ii) 会議において口頭で，又は会議前若しくは会

議中に書面により，会議に関連する意見を表

明する合理的機会，及び 
(iii) 他の者が作成した，(ii)にいう各提出書面の写

し 
(3) 初の評価についての公報における公告日後1 

月をもって終了する期間内に， 
(a) ある者がACCC に対し書面をもって， 初の評

価に含まれている事項について，会議の開催を

請求し，かつ 
(b) ある者が，規則16.3(2)に基づく通知又は規則

16.3(3)に基づく公告に関し，前号に記載したも

の以外に，ACCC に対し書面をもって応答し

た場合は，ACCC は，出願について決定する前

に，会議を開催しなければならない。 
(4) ACCCは，(3)に基づく会議開催請求を受領した後

速やかに，次の措置をとらなければならない。 
(a) 出願人及びACCC に対し書面をもって応答し

た者に対して，次の事項を求めること 
(i) 会議に出席すること，及び 
(ii) 会議において口頭又は書面により，(b)(ii)に記

載する他の者が表明する意見について述べる

こと 
(b) 出願人及びACCC に対し書面をもって応答し

た者に対し，次のものを与えなければならな

い。 
(i) 会議の日時及び場所についての合理的な通知，

及び 
(ii) 会議において口頭で，又は会議前若しくは会議

中に書面により，会議に関連する意見を表明す

る合理的機会，及び 
(iii) 他の者が作成した，(3)(b)にいう各応答書及び

(ii)にいう各提出書面の写し 
(5) 会議に出席するよう求められた者が， 
(a) 会議に出席する意思を有していないことを

ACCCに通知した場合，又は 
(b) 会議に出席しない場合は，会議は，その者が不

在のまま進めることができる。 
 
規則16.5 出願の検討 
(1) ACCCは，(出願の検討について規定している)法

律第175 条(2)，(3)又は(4)に基づく決定をするた

めに証明商標の登録出願の検討をするに際し，

(2)に記載する事項を考慮しなければならない。 
(2) ACCC が考慮しなければならない事項は，次の

通りである。 
(a) 初の評価，及び 
(b) 規則16.3(2)に基づく通知又は規則16.3(3)に基

づく公告に関してされた，関連する全ての応

答，及び 
(c) 会議に関連して提出されたか否かを問わず，

初の評価について，ACCCに対し書面をも

って提出された関連する意見，及び 
(d) 会議中に口頭で行われた関連する意見，及び

(e) その他の関連する事項 

13 権利の効力 

第171条 証明商標の登録によって与えられる権利 
第20条を，(1)が抹消され，次の規定に代えられたも

のとして，証明商標に関して適用する。 
「(1) 証明商標が登録された場合は，その登録所有

者は，この部に従うことを条件として，当該証明商

標の登録に係わる商品及び／又はサービスに関し，

当該証明商標を使用し，かつ，他の者にその使用を

許可する排他権を有する。ただし，登録所有者は，

証明商標の使用を規制する規約に従っている場合

に限り，その証明商標を使用することができる。 
［注：証明商標の使用を規制する規約については，第173条参

照］」 

14

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

許諾により証明商標を使用する者は、使用権者であ

る。ただし、「許諾によりマークを使用する者」に関

する商標法の規定は、証明商標の使用者には適用さ

れない。そのため、使用権者による証明商標の使用

は、証明商標の権利者による使用とはみなされな

い。 

15

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

提起できない。 
 

16

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案されない。 
 

17

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。

相違は存在する。許諾により通常の商標（証明商標

ではない）を使用する者は、商標法第26条に基づき、

（ライセンス契約の条件に従うことを条件として）

侵害訴訟の提起、関税庁長による差押条項の発動及

び他の権利の行使に対する権利を有する。 
 
これらの権利は、証明商標の使用者には適用されな

い（商標法第170条）。 

18

第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第122条 どのような場合に商標は侵害されないか 
(1) 第120条に拘らず，次に該当する場合は，何人も

登録商標を侵害しない。 
(a) その者が善意で， 
(i) 自己の名称又は自己の営業所の名称，又は 
(ii) 自己の営業上の前任者の名称又はその前任者

の営業所の名称， 
を使用する場合，又は 
(b) その者が善意で， 

(i) 商品又はサービスの種類，品質，数量，用途，

価格，原産地又はその他の特徴，又は 
(ii) 商品の生産時期又はサービスの提供時期， 

を表示する標識を使用する場合，又は 
(c) その者が商標を商品(特に付属品若しくは予備

部品)又はサービスの用途を表示するために善

意で使用する場合，又は 
(d) その者が商標を比較広告の目的で使用する場

合， 

19
商標権者自身の

使用の可否 

使用をすることができる。商標法第171条は、証明商

標の使用に関する規約に従うことを条件に、商標権

者自身による使用を認めている。 

20

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

明確な制裁はない。もしもマークが証明商標として

機能することができなくなったならば、登録は無効

とされる可能性がある。 

21

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

証明商標は不使用を理由とした攻撃による影響を

受けない。 
 
第170条 本法の適用 

この部に従うことを条件として，商標に関する本法

の規定(第8条，第26条，第27条(1)(b)，第33条，第

34条，第41条，第121条，第127条，第9部－不使用に

よる登録簿からの商標の抹消，及び第17部－防護商

標，を除く)を証明商標に適用するものとし，適用に

際しては，商標への言及は証明商標への言及を含ん

でいるものとみなす。 

22
出願料・登録

料・更新料 

１区分につき200オーストラリアドルの出願料 
１区分につき300オーストラリアドルの更新料 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答： 
通常の商標の登録とライセンシングによって製品の証明を実施すること
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が一般的である。商標法には、このようなライセンシングについて許可ま

たは禁止する明文規定はない。商標庁は、通常の商標出願について、その

マークが「証明された」という語を含む、またはそれ以外に証明制度の一

つとしてそのマークが使用されることが意図されていると見られるとい

うだけの理由で異を唱えることはしない。 
 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：通常の商標と同一の登録区分である。 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答： 
証明商標の権利者の権利の範囲は、当該証明商標が登録されている特定の

商品および役務によって決まる。 
 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答： 
権利者の権利の範囲は、当該証明商標が登録されている特定の商品および

役務によるって決まる。第42類について保護が必要であれば、マークも当

該区分において登録される必要がある。 
 

 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：(c) 

 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

回答： 
地名からなるマークは、一般的には、それ自体としての識別性があるとは

みなされない。登録を受けるためには、当該マークの名声に関する証拠を

提出して、当該マークが識別性を有するということを証明する必要がある。 
 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され

ているというものでしょうか。 

回答：そのとおり。 
 
もし別の考え方により識別性を認定しているのであれば、その内容を記載

してください。 

 

回答：そのようなことはない。 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答： 

地名のみからなる登録された証明商標の例は、きわめて少ない。 
いくつかの例としては、以下が挙げられる。 

 
PARMA – ham (registration no. 1060071) 
STILTON – cheese (registration no. 721900) 
TEQUILA – alcoholic beverages (registration no. 1377413) 
NAPA VALLEY – wine (registration no. 1443064) 

 
地名について証明商標として登録出願を行い、それが公式に拒絶された報

告例については知見を持っていない。 
 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。 

 

回答：証明商標特有の識別性の考え方はない。 
 

また、証明商標特有の識別性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場

合、出願人が取る対応として、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答：出願人としては、商標庁での審理の開催を請求することができる。

これが不首尾に終わった場合、商標庁の決定について、オーストラリア連

邦裁判所に不服を申立てることができる。 
 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：要件についての説明は異なっているが、実際問題としては、識別性

の要件は本質的に同じである。 
 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明マ

ーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判例

１件につき 大 800 語程度） 

 

回答：そのような裁判例については知らない 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

Australian Grape and Wine Authority Act 
2013. 

ワイン 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別表1参照 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 
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回答：なし 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

商標法第61条 虚偽の地理的表示を含んでいるか又はそれから構成されて

いる商標 

(1) 特定の商品(「関連商品」)に関する商標の登録に対しては，その商標

が次の場所を原産とする商品(「指定商品」)についての地理的表示で

ある標識を含んでいるか又はその標識によって構成されていること

を理由として，関連商品が指定商品に類似しているか，又は関連商品

に関する商標の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がある場合は，異議申

立をすることができる。 

(a) 関連商品の原産地である国以外の国，又は国の地域若しくは地方，

又は 

(b) 関連商品の原産地である国の地域若しくは地方であって，関連商

品の原産地以外の地域又は地方 

(2) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次の事項を立証した場

合は，成立しない。 

(a) 関連商品が，その地理的表示によって特定される国，地域又は地方

を原産とすること，又は 

(aa) その標識が，指定商品の原産国において指定商品に係る地理的表

示として認められていないこと，又は 

(b) その標識が，指定商品の原産国において指定商品の地理的表示と

して使用されなくなったこと，又は 

(c) 出願人又はその前権原者が，その標識を関連商品に関して善意で

使用していたか，又は関連商品に関してその商標の登録を善意で

出願しており，その時期が次の日，すなわち， 

(i) 1996年1月1日，又は 

(ii) その標識が原産国において特定商品の地理的表示として認め

られた日， 

のうち何れか遅い日より前であったこと，又は 

(d) 商標登録がぶどう酒又は蒸留酒(「関連ぶどう酒又は蒸留酒」)に関

して求められている場合－その標識が1995年1月1日現在，関連ぶど

う酒又は蒸留酒の原産国において関連ぶどう酒又は蒸留酒の製造

に用いられたぶどうの品種についての慣用名であった名称と同一

であること 

(3) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次の事項を立証した場

合も，成立しない。 

(a) その標識が指定商品についての地理的表示であるが，同時に関連

商品についての地理的表示でもあること，及び 

(b) 出願人が，その商標を関連商品に関して，関連商品の原産について

公衆を欺き又は混同を生じさせる虞のある方法で今まで使用して

おらず，また，今後も使用しようとしていないこと 

(4) (1)にいう理由に基づく異議申立は，出願人が次の事項を立証した場

合も，成立しない。 

(a) その標識が，地理的表示である語又は用語から構成されているこ

と，及び 

(b) 語又は用語が通常の英語の語又は用語であること，及び 

(c) 出願人が，その商標を関連商品に関して，関連商品の原産について

公衆を欺き又は混同を生じさせる虞のある方法で今まで使用して

おらず，また，今後も使用しようとしていないこと 

［注1：「出願人」，「前権原者」及び「地理的表示」については，第

6条参照］ 

［注2：「原産とする」(ぶどう酒の場合に限る)については，第15

条参照］ 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 
 

2013年オーストラリアぶどう・ワイン局に関する法  
第40RB条 登録商標の登録権利者 
 
(1) 登録商標の登録権利者は、地理的表示の申請に対する決定について、

以下のいずれかの理由に基づいて異議を申立てることができる。 
(a) 当該商標が、申請された地理的表示と同一の語、表現またはその他の

表示からなっていること。 
(b) 次をいずれも満たしていること。 
(i) 当該商標が語、表現またはその他の表示からなっていること。およ

び、 
(ii) 申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混

同をもたらすおそれがあること。 
(c) 次をいずれも満たしていること。 

(i) 当該商標が語、表現またはその他の表示を含んでいること。および、 
(ii) 申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混

同をもたらすおそれがあること。および、 
(iii) 権利者がその語、表現またはその他の表示について商標権を有して

いること。 
(2) 商標登録簿に記載された条件または制約により、権利者が当該語、表

現またはその他表示について権利を有していないことがうかがわれる

場合であっても、権利者はパラグラフ(1)(c)に定められた理由に基づい

て異議を申立てることができる。 
 
係属中の商標 
(3) 1995年商標法に基づき商標の登録を係属中である者は、地理的表示の

申請に対する決定について、以下のいずれかの理由に基づいて異議を

申立てることができる。 
(a) 次をいずれも満たしていること。 

(i) 商標の出願が善意でなされたこと。および、 
(ii) 当該商標が、申請された地理的表示と同一の語、表現またはその他

の表示からなっていること。および、 
(iii) 1995年商標法が定める商標の出願登録を許可するための要件が、出

願された商標に関して、一見したところ満たされていること。 
(b) 次をいずれも満たしていること。 

(i) 商標の出願が善意でなされたこと。および、 
(ii) 当該商標が語、表現またはその他の表示からなっていること。およ

び、 
(iii) 申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混

同をもたらすおそれがあること。および、 
(iv) 1995年商標法が定める商標の出願登録を許可するための要件が、出

願された商標に関して、一見したところ満たされていること。 
(c) 次をいずれも満たしていること。 

(i) 商標の出願が善意でなされたこと。および、 
(ii) 当該商標が語、表現またはその他の表示を含んでいること。および、 
(iii) 申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混

同をもたらすおそれがあること。および、 
(iv) 1995年商標法が定める商標の出願登録を許可するための要件が、出

願された商標に関して、一見したところ満たされていること。およ

び、 
(v) 登録後、出願人が当該語、表現またはその他の表示について商標権

を有したこと。 
 
登録されていない商標 
(4) 登録されていない商標について商標権を有すると主張する者は、地理

的表示の申請に対する決定について、以下のいずれかの理由に基づい

て異議を申立てることができる。 
(a) 次をいずれも満たしていること。 

(i) 商標が、申請された地理的表示と同一の語、表現またはその他の表示

からなっていること。および、 
(ii) この者が当該語、表現またはその他の表示について商標権を有して

いること。および、 
(iii) 当該権利が善意の使用を通じて獲得されたこと。 

(b) 次をいずれも満たしていること。 
(i) 当該商標が語、表現またはその他の表示からなっている、またはこれ

らを含んでいること。および、 
(ii) 申請された地理的表示が、その語、表現またはその他の表示との混

同をもたらすおそれがあること。および、 
(iii) この者が当該語、表現またはその他の表示について商標権を有して

いること。および、 
(ⅳ) 当該権利が善意の使用を通じて獲得されたこと。 
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表 3.〔オーストラリア〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 
地理的表示保護制度 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

ワイン あらゆる商品/役務（法による制限

はない） 

(2) 保護対象となり

得る名称 

地理的表示（GI）とは、ある国、その国の

地域または地方を出所とする商品で、当該

商品の所与の品質、名声またはその他の特

徴が本質的に当該場所に帰することのでき

るものであるものについて、当該商品を識

別する表示である。 

識別性を有するあらゆる標識は、潜在

的には登録可能である。地名について

は、一般的には、当該マークが実際に

識別性を獲得していることを示す証拠

が必要である。 

(3) 登録主体の要件（法

人格の有無、個人・政府

機関の可否、機関に対す

る公的機関・第三者機関

による認証の要否等） 

オーストラリアぶどう・ワイン局に関する

法により設立された地理的表示委員会が、

オーストラリアにおける地理的表示に関し

て決定を下す権限を有している。地理的表

示は、何者かによって所有されるものでは

ない。委員会は、職権でまたは以下の申請

を承けて、地理的表示について決定を行

う。 
(a) 宣言された（declared）ワイン製造業者

の団体 
(b) 宣言された（declared）ぶどう生産者の

団体 
(c) 州または特別地域におけるワイン製造

業者を代表する団体 
(d) 州または特別地域におけるぶどう生産

者を代表する団体 
(e) ワイン製造業者 
(f) ワイン用ぶどうの生産者 
 
委員会はまた、外国産のワインに関する地

理的表示についても、決定を行う権限を有

する。 

証明商標の出願人は、法人格を有して

いなければならない。これには、自然

人や政府機関も含まれる。商標法は、

公的団体からの証明を要件として定め

ていないが、競争・消費者委員会が、

証明に関する規約の評価と承認に関与

する。 
 

(4) 主な登録要件（識別

性の考え方（周知性が必

要か、生産地との関係が

必要か） 

地理的表示は、(2)に述べた定義を満たし

ている必要がある。 

マークは、出願人によって証明された商

品または役務を識別できるものでなけれ

ばならず、通常の商標の登録に関する以

下の通常の要件を満たさなければならな

い。 
   (a) 類似する商品／役務に関してすで

に登録されている商標又は係属中

の商標に類似していないこと。 
   (b) 良俗を乱すまたは法律に反する

ものでないこと。 
   (c) 欺瞞的または混同をもたらすよう

なものでないこと。 

(5) 使用方法に関する規

定・制限があるか（表示

義務等） 

ワインラベルへの地理的表示の記載は任意

であるが、記載されたときは、ワインの

85％が関連地域を原産地としている必要が

ある。複数の地理的表示が記載される場

合、降順に記載がなされなければならず、

またワインの 95％が関連地域を原産地と

していなければならない。地理的表示の記

載がなされた場合、その記載を裏付けるた

個別の証明商標の規約によって制約が

なされる。必須の要件はないが、登録

されていないマークについて®の記号を

用いることは許されない。 
 
 
 
 
 

めに、記録が保存されなければならない。  

(6) 品質管理に関す

る規定（品質管理規

定の要否、規定の審

査の有無、行政機関

による実施体制チェ

ックの有無等） 

上述(5) 証明商標の規約は、登録手続の一環とし

て提出する必要がある。当該規約は、商

標庁と競争・消費者委員会によって承認

されなければならない。 

(8) 効力 虚偽の地理的表示を記載したワインを供給す

ることは違法である。 

証明商標の権利者は、当該証明商標の登

録されている商品／役務に関して、自ら

当該証明商標を使用し、他者にその使用

を許可する排他的な権利を有する。 

(9) 効力範囲（対象

となる商品・サービ

ス等の範囲、効力が

及ばない範囲の規定

等） 

オーストラリアぶどう・ワイン局に関

する法は、ワインとぶどうに対しての

み適用される。 

証明商標は、当該証明商標の登録されて

いる商品／役務、および関連したまたは

類似した商品／役務について、当該マー

クまたは混同をもたらすような類似した

マークの使用によって侵害され得る。 

(9) 他者の不正使用に対

する規制手段（行政機関

による取締り、権利者に

よる請求等） 

オーストラリアぶどう・ワイン局に関する

法は、以下のいずれかに該当する者は、同

法第 40C 条、第 40E 条または第 40G（虚偽

のラベル貼付け）に対する違反について手

続を開始することができると規定してい

る。 
(a) オーストラリアぶどう・ワイン局 
(b) オーストラリアまたは指定された外国

においてワインの製造もしくはワイン

用ぶどうの栽培に従事する者 
(c) オーストラリアまたは指定された外国

の法により設立された団体で、その目

標または目的として以下のいずれかを

含むもの。 
   (i) ワインの製造、ワイン用ぶどうの栽

培、またはワインの販売の促進 
   (ii) ワインの製造、ワイン用ぶどうの栽

培もしくはワインの販売に従事する

者の利益の促進または保護 
   (iii) ワインの消費者の利益の促進また

は保護 

侵害手続は、裁判所において開始するこ

とができる。 
商標権者は、オーストラリア関税庁に対

し、権利侵害をしている輸入品の差押え

を申立てることができる。 
模倣品の製造と取引は刑法違反である。 

(10) 費用、保護期間

等 

オーストラリアぶどう・ワイン局に関する

法において、地理的表示の登録について保

護期間は定められていない。ただし、地理

的表示が使用されなくなった場合、登録簿

から抹消されることがある。 

出願料は、１区分につき 200 オース

トラリアドルである。 初の保護期

間は 10 年である。登録は更新可能

であり、年数の上限はない。 

(11) 申請先 地理的表示委員会 
（Geographical Indications Committee） 

オーストラリア知的財産庁 

(12) その他の特記す

べき事項 

なし なし 

 

以上 
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1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 
  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 
(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その

認識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 
(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 
 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 証明商標の定義 

商標法 第三条 第3款 

この法律で証明商標とは、監督能力を有する組織

の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用

するものであって、かつ当該組織以外の事業単位

又は個人がその商品又は役務について使用し、同

商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質

又はその他の特別な品質を証明するために用いる

標章をいう。 

 
<地理的表示の定義> 
商標法 第十六条第2項 
前項にいう地理的表示とは、ある商品がその地域

に由来することを示し、当該商品の特定の品質、

信用又はその他の特徴が、主に当該地域の自然的

要素又は人文的要素によって形成されたものの表

示をいう。 

2 
証明商標の保護

対象に関する特

別な規定 

<地理的表示を証明商標とするもの> 
商標法実施条例 第六条 第1, 2段落 

第六条 商標法第十六条に規定した地理的表示を、

商標法及び本条例の規定に基づき、証明商標又は

団体商標として商標登録出願することができる。

地理的表示が証明商標として登録された場合に

は、その商品が当該地理的表示の使用条件を満た

す自然人、法人又はその他の組織は、当該証明商

標の使用を請求することができ、当該証明商標を

管理する団体はそれを承認しなければならない。

地理的表示が団体商標として登録された場合に

は、その商品が当該地理的表示の使用条件を満た

す自然人、法人又はその他の組織は、当該地理的

表示を団体商標として登録する団体、協会又はそ

の他の組織への参加を請求することができ、当該

団体、協会又はその他の組織はその定款により会

員として受け入れなければならない。当該地理的

表示を団体商標として登録した団体、協会又はそ

の他の組織への参加を請求しない場合であって

も、当該地理的表示を正当に使用することがで

き、係る団体、協会又はその他の組織はそれを禁

止する権利を有しない。 

 

3 
出願人の主体要

件 

商標審査基準 第六部分第四（一）1, 2  
四、証明商標の審査 
（一）出願人の主体資格の審査 
1、出願人は、法に基づいて設立された主体の資

格を証明する書類を提出しなければならない。主

体資格証明書類は企業の営業許可書、非営利事

業・社会団体の登録認可の書類などを含む。 
2、出願人は当該証明商標の証明する特定の商品

の品質を監督管理する能力を持たなければならな

い。出願人は、所有する専門技術者、専門検査設

備又はその受託を受けた機構の所有する専門技術

者、専門検査設備などの状況について詳細に説明

する資料を提出しなければならない。 
 
<地理的表示を証明商標とするもの> 
商標審査基準 第六部分第五（一）1～4  
五、地理的表示を団体商標、証明商標とするもの

の審査 
（一）出願人の主体資格の審査 

1、出願人は、法に基づいて設立された主体の

資格を証明する書類を提出しなくてはならず、且

つ当該地理的表示に表記される地域を管轄する人

民政府又は業種主管部門による地理的表記登録批

准の公文書を添付しなければならない。主体資格

証明書類は企業の営業許可書、非営利事業・社会

団体の登録認可の書類などを含む。 

2、出願人は当該地理的表示を使用する商品の

特定の品質を監督管理する能力を持たなければな

らない。出願人は、所有する専門技術者、専門検

査設備又はその受託を受けた機構の所有する専門

技術者、専門検査設備などの状況について詳細に

説明する資料を提出するほか、省級または省級以

上の業種主管部門の発行する監督能力の証明文書

を提出しなければならない。 
3、地理的表示をもって団体商標の登録を出願

する団体、協会又はその他の組織は、当該地理的

表示に表記された地域範囲内の構成員によって構

成されなければならない。 
4、外国人又は外国企業が地理的表示をもって

団体商標、証明商標を登録出願する場合、出願人

はその名義で当該地理的表示が所属国で法的に保

護されている証明書を提出しなければならない。 
 
管理弁法第六条 
地理的表示をもって団体商標、証明商標登録を

出願する場合、当該地理的表示に表記される地域

の人民政府又は業種主管部門の批准公文書を添付

しなければならない。 
外国人又は外国企業が地理的表示をもって団体

商標、証明商標を登録出願する場合、出願人はそ

の名義で当該地理的表示が所属国で法的に保護さ

れた証明書を提出しなければならない。 

4 
出願時に必要な

提出書類 

商標法実施条例 第十三条第6段落 
 団体商標、証明商標を登録出願する場合には、

その旨を願書に声明し、主体資格証明書類と条管

理規則を提出しなければならない。 
 
管理弁法第五条 
証明商標登録出願する場合、主体資格の証明書

類を添付し、且つ所有する専門技術人員、専門検

査設備などの状況又は委託する機構のその状況に

ついて詳細に説明し、当該証明商標により証明さ

れる特定の商品品質を監督する能力を有すること

を表明しなければならない。 
 
<地理的表示を証明商標とするもの> 
管理弁法第六条 
 地理的表示をもって団体商標、証明商標登録を

出願する場合、当該地理的表示に表記される地域

の人民政府又は業種主管部門の批准公文書を添付

しなければならない。 

外国人又は外国企業が地理的表示をもって団体

商標、証明商標を登録出願する場合、出願人はそ

の名義で当該地理的表示が所属国で法的に保護さ

れた証明書を提出しなければならない。 
 
管理弁法第七条 

第七条 地理的表示をもって団体商標、証明商標を

登録出願する場合、以下に掲げる内容を出願書類

で説明しなければならない。 

（1）当該地理的表示に表記された商品の特定の品

質、名誉又はその他の特徴 

（2）当該商品の特定の品質、名誉又はその他の特

徴と、当該地理的表示に表記された 

地域の自然的要素及び人文的要素との関係 

（3）当該地理的表示に表記された地域の範囲 

5 
使用規則に 
記載すべき項目

管理弁法第十一条 

第十一条 証明商標の使用管理規則は以下のものを

含めなければならない。 

（1）証明商標使用の趣旨 

（2）当該証明商標が証明する商品の特定の品質 

（3）当該証明商標の条件 

（4）当該証明商標を使用する手続 

（5）当該商標を使用する権利、義務 

（6）当該使用管理規則を違反した使用者が負う責

任 

（7）登録権者の当該証明商標を使用する商品に対

する検験監督制度 

 

商標審査基準 第六部分第四（二）1～7 
（二）使用管理規則の審査 
地理的表示である団体商標、証明商標の使用管理

規則に対する審査については、この部分の第三

条、第四条を準用するほか、当該団体商標、証明

商標の指定商品の特定の品質、信用・評判又はそ

の他の特徴および生産地域の範囲などについて審

査を行わなければならない。 
1．指定商品の特定の品質に対する審査 
地理的表示である団体商標、証明商標の指定商品

は、特定の品質、信用・評判又はその他の特徴を

持たなければならない。 
地理的表示である団体商標、証明商標の指定商品

に特定の品質、信用・評判又はその他の独特の特

徴がないものは、『商標法』第十六条第二項の規定

を以って拒絶する。 
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2．地理的表示である団体商標、証明商標の指定商

品の特定の品質、信用・評判およびその他の特徴

と、当該地理的表示の表示する地域の自然的要素

若しくは人文的要素との関連の審査 

地理的表示である団体商標、証明商標の指定商

品の特定の品質、信用・評判又はその他の特徴

が、主として当該地理的表示の表示する地域の自

然的要素若しくは人文的要素により決定されるも

のでなければならない。 

（1）主として現地の自然条件により決定されるも

の。 

（2）自然的要素と人文的要素により決定されるも

の。 

（3）主に人文的要素により決定されるもの。 

 
3．生産地域の範囲の審査 

出願人が地理的表示の示す商標の生産地域の範囲

について、省級又は省級以上の業種主管部門の発

行する証明書類をもって確定しなければならな

い。当該地域範囲は所在地の現在の行政区画の名

称、範囲と完全に一致する必要がない。 

生産地域の範囲は次に掲げる方法の一によって画

定することができる。 

1、経緯度の方法 

2、自然環境にある山、川など地理的特徴を境界線

とする方法 

3、地図で表示する方法 

4、生産地域の範囲を明確に特定できるその他の方

法 

6 
出願の審査 
(1) 概要 
（原則） 

商標法 第三十条（通常商標と同じ） 
登録出願に係る商標が、この法律の関連規定を満

たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類

似の商品について既に登録若しくは初歩査定され

た商標と同一若しくは類似するときは、商標局は

出願を拒絶し公告しない。 
 
商標審査基準 第六部分第二 
二、関係解釈 
団体商標、証明商標は、『商標法』第八条における

標識又は『商標法』第十六条における地理的表示

により構成されることができる。この部分の第三

条、第四条は団体商標、証明商標の出願人の主体

資格、使用管理規則に対する審査について規定す

るものである。 
地理的表示を団体商標、証明商標とするものは、

当該出願人の主体資格と使用管理規則は『団体商

標及び証明商標の登録と管理に関する弁法』にお

ける特別条件を満たさなければならない。この部

分の第五条はこの種類の団体商標、証明商標に対

する審査について規定するものである。 
団体商標、証明商標が『商標法』第十条第二款、

第十一条、第二十八条及び第二十九条の規定に違

反してはならない。これについての審査はこの基

準の第一部分、第二部分及び第三部分における規

定を準用する。 

7 

出願の審査 
(2) 使用規則の

内容について審

査・品質に関す

る審査 

（使用規則の内容を審査する） 
商標審査基準 第六部分第四（二）1～7 
（上記5と同じ） 
 
<地理的表示を証明商標とするもの> 
 商標審査基準 第六部分第五（二）柱書 
 （二）使用管理規則の審査 
地理的表示である団体商標、証明商標の使用管理

規則に対する審査については、この部分の第三

条、第四条を準用するほか、当該団体商標、証明

商標の指定商品の特定の品質、信用・評判又はそ

の他の特徴および生産地域の範囲などについて審

査を行わなければならない。 

8 
登録要件 
(1) 主体的要件 

商標審査基準 第六部分第四（一）1, 2  
（上記3と同じ） 
 
<地理的表示を証明商標とするもの> 
商標審査基準 第六部分第五（一）1～4  
（上記3と同じ） 

9 
登録要件 
(2) 使用規則 

商標審査基準 第六部分第四（二）1～7 
（上記5と同じ） 
 
<地理的表示を証明商標とするもの> 
商標審査基準 第六部分第五（二）柱書 
（上記5と同じ） 

10 

登録要件 
(3) 標章についての拒絶理由 
(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒絶

理由 

商標法第十一条第一款 

次に掲げる標章は、商標として登録することができ

ない。 

（一）その商品の通用名称、図形、規格にすぎない

もの。 

（二）商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、

数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎない

もの。 

（三）その他の顕著な特徴に欠けるもの。 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

商標法第十一条第二款 
前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有

し、かつ容易に識別可能なものとなったときは、商

標として登録することができる。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

商標法第十六条第一款 

商品の地理的表示を含む商標は、当該商品が当該表

示に示された地域に由来するものでなく、公衆を誤

認させるときは、その登録をせず、かつその使用を

禁止する。ただし、既に善意によって登録したもの

は、引き続き有効とする。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例外

商標法第十条第二款 但書き（団体商標・証明商標）

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られてい

る外国地名は、商標とすることができない。ただし、

その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証

明商標の一部である場合は、この限りでない。地名

を使用して既に登録された商標は、引き続き有効と

する。 
(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の 
識別性に関する

規定 
なし  

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由
なし  

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 
なし  

(d) その他の特

則 

<地理的表示を証明商標とするもの> 
管理弁法第八条、第九条 
 
第八条 団体商標、証明商標として登録出願される

地理的表示は、当該地理的表示に表記される地域の

名称であってもよく、ある商品が当該地域に由来す

ることを表記するその他の視覚的表示であっても

よいのである。 前項にいう地域は現行の行政区画

の名称、範囲に完全に一致する必要はない。  
 
第九条 複数のぶどう酒の地理的表示が、同音字又

は同形字である場合であってもそれらの地理的表

示がお互いに区別することができ、且つ公衆に誤解

を与えない場合には、そ 
れぞれの地理的表示は団体商標又は証明商標とし

て出願することができる。  

11 使用規則の公開

管理弁法第十三条（公告される） 
第十三条 団体商標、証明商標の初歩審定公告の内

容は当該商標の使用管理規則の全文又は要点を含

めなければならない。 
団体商標、証明商標の登録権者は使用管理規則に

対する如何なる修正も商標局での審査と認可を得

なければならなず、且つ公告日より効力を有する。

12

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

農産物の地理的表示については、農業部（地理的表

示技術審査機構）の意見を求め、かつ、農業部が書

面により意見を提出する。 
（国家工商行政管理総局、農業部による農産物の地

理的表示の保護強化及び商標登録業務に関する通

知（2004年12月7日公布施行）） 

13 権利の効力 

商標法第56条、第57条、第60条。商標法第67条（通

常の商標と同じ） 
 
第五十六条 登録商標の専用権は、登録を許可され

た商標及び使用を定めた商品に限られる。 
第五十七条 次の各号に掲げる行為のいずれかに該

当するときは、登録商標専用権を侵害する。 
（一）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にそ

の登録商標と同様の商標を使用すること。 
（二）商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にそ

の登録商標と類似の商標を使用し、 
又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類

似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること。

（三）登録商標専用権を侵害する商品を販売するこ

と。 
（四）他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で

製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標

の標章を販売すること。 
（五）商標登録者の許諾を得ずに、その登録商標を

変更し、変更した商標を使用する商品を市場に投入

すること。 
（六）他人の登録商標専用権を侵害する行為に対し

て、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用

権侵害行為の実施を幇助すること。 
（七）他人の登録商標専用権にその他の損害を与え

ること。 
 
第六十条 この法律の第五十七条に定める登録商標

専用権を侵害する行為のいずれかがあり、紛争が生
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じたときは、当事者の協議により解決する。協議す

る意向がないとき、又は協議が成立しないときは、

商標登録者又は利害関係者は、人民法院に提訴する

こともできれば、工商行政管理部門に処理を請求す

ることもできる。 
工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成

立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命

じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登

録商標の標章の偽造に用いる器具を没収、廃棄し、

違法経営額が５万元以上であるときは、違法経営額

の５倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額が

ないとき又は５万元未満であるときは、２５万元以

下の罰金を科すことができる。５年以内に商標権侵

害行為を２回以上行っているとき、又はその他重大

な情状を有するときは、重罰に処さなければならな

い。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに

販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明で

き、かつ提供者について説明できるときは、工商行

政管理部門は、販売の停止を命じる。 
商標専用権侵害の賠償額に関する争議において、当

事者は、処理を行う工商行政管理部門に調停を請求

することもできれば、「中華人民共和国行政訴訟法」

により人民法院に提訴することもできる。工商行政

管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しない

とき、又は調停書の効力が生じた後に履行されない

ときは、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」

により人民法院に提訴することができる。 
 
第六十七条 商標登録者の許諾を得ずに、同一商品

にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成

するときは、被侵害者の損失を賠償するほか、法に

より刑事責任を追及する。 
他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造

し、又はその偽造若しくは無断で製造した登録商標

の標章を販売することにより犯罪を構成するとき

は、被侵害者の損失を賠償するほか、法により刑事

責任を追及する。 
 
登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売す

ることにより犯罪を構成するときは、被侵害者の損

失を賠償するほか、法により刑事責任を追及する。

 

14 

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 
法定の実施権が

規定されている

か。 

管理弁法第15条 

第十五条 証明商標の登録権者は他人がその商標の

使用を許可する場合、一年間以内に商標局に登録

し、商標局はこれを公告しなければならない。 

 
管理弁法第19条 
使用規則の条件を合致する第三者が使用規則の手

続によって、許諾された実施権であり、法定の実施

権ではないかと思われる。 

15 

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

『 高裁判所による商標民事紛争案件の審理にお

ける法律適用の若干問題に関する解釈』第四条第二

項 
「登録商標専用権が侵害された場合、独占的使用許

諾契約の被許諾者は人民法院に訴訟を提起するこ

とができ、排他的使用許諾の被許諾者は商標登録者

と共同で訴訟を提起することができ、かつ商標登録

者が訴訟を提起しない場合、自ら訴訟を提起するこ

ともできる。通常使用許諾契約の被許諾者は商標権

者からの明確な授権を得た場合に訴訟を提起する

ことができる。」 
 
証明商標の使用者が通常使用許諾に属するので、上

記の規定によれば、使用規則において損害訴訟を提

起する授権された場合に、提訴する権利があるべき

である。 
 
実務上では、使用者に提訴権利を付与する事例及び

判例は見当たらない。 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

商標法第六十三条 商標専用権侵害の損害賠償額

は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確

定する。実際の損失を確定することが困難なとき

は、侵害者が侵害により得た利益により確定するこ

とができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を

確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾

料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により

商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の

方法により確定した金額の１倍以上３倍以下で賠

償額を確定することができる。賠償額は、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

を含まなければならない。  
  
人民法院は、賠償額を確定するために、既に権利者

は挙証に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿、資

料を主に侵害者が有している状況において、侵害者

に、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じる

ことができる。侵害者が提供しないとき、又は虚偽

の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は、権利

者の主張及び提供した証拠を参考に賠償額を判定

することができる。  
  
権利者が侵害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料を確定す

ることが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情

状に応じて、300万元以下の罰金を科すことができ

る。  
 
上記の規定によれば、通常損害賠償額の計算は主に

権利者の実際損失、使用許諾料及び侵害者が侵害に

より得た利益という三つの要素を考慮される。 
 
第三者の無断使用などにより、地理的表示証明商標

の登録者は、その管理料の損失などが生じる場合

に、権利者が単独に提訴して、その実際損失を請求

できる。 
ただし、許諾によるマークを使用する者の損失が主

に第三者の無断使用により商品の販売量が減少し

たための売上の損失だと思われる。それは、権利者

の直接な損失ではないため、権利者が単独で提訴す

る場合、その損失の請求を考慮されないかと思われ

る。 
一方、権利者と許諾によるマークを使用する者が共

同訴訟する場合に、使用者の実際損失が考慮される

ことになると思われる。 

17

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。

普通使用権利者と比べて、以下の特徴がある。 
 
1.権利設定 
証明商標の使用者は証明使用条件を合致すれば、

規定された手続きを履行し、当該商標を使用でき、

原則として、登録者は拒否してはならない。権利者

は使用者に「証明商標使用証」を発行すべきである。

また、一年以内に商標局に届出を提出し、商標局も

これを公告しなければならない。 
 
関連規定：管理弁法、第十五条、第十八条、第十九

条 
 
第十五条 証明商標の登録権者は他人がその商標の

使用を許諾する場合、一年間以内に商標局に届出を

し、商標局はこれを公告しなければならない。 
 
第十八条 証明商標使用管理規則に規定された条件

を満たし、当該証明商標使用管理規則に規定された

手続を履行した者は当該証明商標を使用すること

ができ、登録権者はこの手続を拒絶してはならな

い。  
 
第十九条 証明商標を使用する場合、登録権者は使

用者に「証明商標使用証」を発行しなければならな

い。 
 
2.許諾方式 
証明商標の定義によれば、証明商標の許諾方式

は、「一般使用許諾」一種しかない。 
 
3.再許諾 
使用者は、他人に証明商標を再許諾することがで

きない。 
 
4.使用方式 
一定の手続きを履行した上で、証明商標の商標権

者は使用者に「証明商標使用証」を発行すべきであ

る。権利者と使用者の間に使用許諾契約を締結する

ことがない。 

18
第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

商標法第五十九条（通常商標と同じ） 
第五十九条 登録商標に、この商品の通用名称、図

形、規格、若しくは商品の品質、主要原材料、機能、

用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すも

のを含むとき、又は地名を含むときは、登録商標専

用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有し

ない。 
立体標章の登録商標に、商品自体の性質による形

状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、又

は商品に実質的価値を持たせるための形状を含む

ときは、登録商標専用 
権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しな

い。 
商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既

に同一又は類似の商品について、商標登録者よりも

先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響

を有する商標を使用 
しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者

が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用

することを禁止する権利を有しない。ただし、適切

な区別用標章を加えるよう要請することができる。

 
 
実施条例第四条第2款 
地理的表示が証明商標として登録される場合に
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は、その商品が当該地理的表示の使用条件を満たす

自然人、法人又はその他の組織は、当該証明商標の

使用を請求することができ、当該証明商標を管理す

る組織はそれを承認しなければならない。地理的表

示が団体商標として登録される場合には、その商品

が当該地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人

又はその他の組織は、当該地理的表示を団体商標と

して登録した団体、協会又はその他の組織への参加

を請求することができ、当該団体、協会又はその他

の組織はその定款により会員として受け入れなけ

ればならない。当該地理的表示を団体商標として登

録した団体、協会又はその他の組織への参加を請求

しない場合であっても、当該地理的表示を正当に使

用することができ、当該団体、協会又はその他の組

織はそれを禁止する権利を有しない。 
 
管理弁法第十八条 
第十八条 証明商標使用管理規則に規定された条件

を満たし、当該証明商標使用管理規則に規定された

手続を履行した者は当該証明商標を使用すること

ができ、登録権者はこの手続を拒絶してはならな

い。 
実施条例第六条第二項にいう「当該地理的表示を正

当に使用」とは、当該地地理的表示の地名を正当に

使用することである。 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

管理弁法第二十条（使用できない） 
第二十条 証明商標の登録権者は、自分が提供する

商品について当該証明商標を使用してはならない。

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

管理弁法第二十一条 

第二十一条 団体商標、証明商標登録権者は、当該

商標の使用を有効に管理せずに当該商標が使用さ

れた商品が使用管理規則の要求を満足せず、消費者

に損害を及ぼした場合、工商行政管理部門は期限を

定めてその是正を命じることができる。是正命令を

拒絶した場合、違法所得の三倍以下の罰金を科す。

但し、 高額が三万元を超えてはならない。違法所

得がない場合、一万元以下の罰金を科す。 

 

管理弁法第二十二条（管理弁法十五条、十八条）

第二十二条 実施条例第六条、本弁法第十四条、第

十五条、第十七条、第十八条、第二十条の規定に違

反する場合、工商行政管理部門は期限を定めその是

正を命じることができる。是正命令を拒絶した場

合、違法所得の三倍以下の罰金を科す。但し 高額

が三万元を超えてはならない。違法所得がない場

合、一万元以下の罰金を科す。 

21 

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

明確な規定はない。ただし、以下の規定から推測し

て、不使用取消しを免れることができると解され

る。 
 
実施条例第六十六条 
第六十六条 商標法第四十九条における「正当な理

由なく３年間連続して登録商標を使用しなかった」

行為がある場合、如何なる組織又は個人も商標局

に、その登録商標の取消しを請求することができ、

請求する際には関連する状況を説明しなければな

らない。商標局は受理後、商標登録人に対して、通

知を受け取った日から２ヶ月以内に、当該商標の取

消請求が提出される前に使用された証拠資料を提

出するか、又は不使用の正当な理由を説明するよう

通知しなければならない。期間内に使用の証拠資料

を提出せず、又は証明資料が無効で、かつ、不使用

の正当な理由がない場合には、商標局はその登録商

標を取り消す。  
前項にいう商標の使用の証拠資料には、商標登録

人が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標登

録人が他人に登録商標の使用を許諾した場合の証

拠資料が含まれる。  

22 
出願料・登録

料・更新料 

(1) 出願料  
1出願1区分につき、CNY3,000である（指定商品

の個数に対する限定がない）。 
（通常商標の場合は、1出願1区分につき、CNY600
である。なお、1区分において、指定商品・役務は

10個を超える場合、超えた分の1商品毎にCNY60を
加算して徴収する） 
 
(2) 更新料 
1出願1区分につき、CNY2,000である。 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 
 
回答：現有法では、証明商標以外に「認証・証明マーク」の保護を受けら

                         
69 『商標法』第十条第二款の但書き 

れる商標制度がない。 
 
1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 
(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 
 

回答：通常の商標と同様であり、特別な扱いはない。 
 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 
 

回答：通常の商標と同じであり、実際に使用される商品・役務において権

利化すべきである。 
 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類
には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検査)」、
「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water analysis
（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機関等）は、

第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商品・役務と

は別に保有するものであるか。 
 
回答：いいえ。弊所の知っている限り、証明商標の保有者は、その実際に

使用される商品において証明商標を登録出願すれば宜しい。 
 
1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 
 
(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 
 

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 
(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 
(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 
(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 
 

回答： 
『商標法』第三条によれば、 登録商標は、商品商標、役務商標、団体商標

及証明商標と四つのタイプがあります。証明商標は、通常商標と相違し、

主に、商品と役務が特定の品質を有すること又は特定の地域に由来するこ

とを表示する機能を果たす。ただし、証明商標でも、商標の一つタイプと

して、特別な法律規定がなければ、通常商標の識別性の審査基準に適用す

べきである。 
 

なお、現有中国の法律によれば、証明商標の審査は主に主体資格と使用管

理規則に対する審査である。その中、ご言及の(b)は、権利を取得するため、

考慮しければならない要素だと考える。 
 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証

明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を

保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような考

え方によるものでしょうか。 
 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよう

に、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別されて

いるというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定している

のであれば、その内容を記載してください。 
 

回答： 
上記のとおり、証明商標でも商標として、普通商標の識別性の基準に適用

すべきである。ただし、地名の文字のみからなる証明商標について、絶対

的拒絶理由の例外 69として登録できる。更に、地名の文字のみからなる証

明商標が、『商標法』第十一条、第十二条の絶対的拒絶理由を克服でき、そ

の識別力が認めらるべきである。 
 

一方、品質表示のみからなる文字標識が『商標法』第十一条に違反するた

め、拒絶すべきである。権利化を取得すれば、通常商標と同じ、識別力要
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素を加入する及び使用による識別力を獲得した事実を証明することが識

別力の欠如を克服するという方法だと考えられる。 
 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 
  

回答：中国では、行政段階の審決内容が公開されておりませんので、下記

の①②、マスコミのニュースによる入手した情報による作成したものであ

る。 
 

地名の文字のみ 
登録例  

 
第9129815号「西湖龍井」 
商法権者：杭州市西湖区龍井茶産業協会 
区分：第30類 
指定商品：茶 

拒絶例  

 
 
第10208094号「平和南勝麻棗」 
出願人：平和県特産協会 
区分：第30類 
指定商品：麻ナツメ 
拒絶理由：麻ナツメの品質が原産地に特有な自然要素

（水土気候など）による形成されたものではない。 
品質表示のみ 
登録例  

 
 
第8329155号「FM及び図形」 
商標権者：FM APPROVALS LLC 
区分：第9類 
指定商品：ウエハーブラケット（クリーンルーム用）な

ど 
 

拒絶例  

 
 
第5918201号「藍歯」 
出願人：BLUETOOTH SIG,INC. 
区分：第42類 
指定役務：コンピュータのプログラミングなど。 
拒絶理由：『商標法』第11条第（二）項によって、当該

商標が指定商役務の品質、機能などの特徴を直接に表示

したため、商標の識別力を有せず、証明商標として登録

できない。 
 

 
(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。また、証明商標特有の識別性の考え

方に起因して拒絶理由通知を受けた場合、出願人が取る対応として、どの

ようなものがあるでしょうか。 
 

回答： 
上記の(1)とおり、証明商標について、通常商標の識別性要件を合致する他

                         
70 http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=d8df1e0a-dea7-43e5-b4f2-5d3d657e9b14&KeyWord=蓝牙商标 
71 http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=803de898-239b-4f91-9470-9e72e299fc5e&KeyWord=蓝牙商标 

に、商品・役務自体も品質「産地、原料、製造方法及び品質などの特有な

品質」及び出願人の主体資格が主に審査される。審査官は上記の『商標法』、

『実施条例』と『管理弁法』の関連規定及び『審査基準』の第六部分第四、

五に従い、審査しているが、他の特別な公開な審査基準がない。 
 

 
(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 
 

回答：規定なし。 
 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 
上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 
 
回答： 

 藍歯事件 

北京高級人民裁判所 (2015)高行(知)終字第 1927 号70 

北京高級人民裁判所 (2015)高行(知)終字第 1928 号71 

 

対象商標：  

出願番号：第 5918201 号、第 5918202 号 

出願区分：第 42 類、第 9 類 

原告：BLUETOOTH SIG,INC. 

被告：商標審判委員会  

判決日：2015 年 12 月 11 日 

 

 事件概要： 

2007 年 2 月 14 日に原告は対象商標を出願した。2009 年 8 月 3 日に

『商標法』第 11 条 1 項第（2）号及び第 28 条に基づき、出願商標が指定

商品の特点を直接に表示し、識別力を欠如することを理由に、その出願が

拒絶された。原告が不服し、出願商標に対応する商標「BLUETOOTH」

がすでに権利化した及び使用による既に高い知名度を有するようになっ

たことを理由に、不服審判を請求した。2013 年 12 月 9 日に、商標審判委

員会が商標局の判断を維持する審決を下した。原告は、それに不服して、

行政訴訟を提起した、。一審、二審を経て、2015 年 12 月 11 日に、北京市

高等裁判所より終審判決を言い渡した。対象商標がその指定商品又は役務

の品質、機能などの特徴を直接に表示したため、商標の識別力を有せず、

証明商標として登録できないという観点を示した。 

 

 争点： 

証明商標について、その識別力も通常商標の判断基準に適用するか否か

である。 
 
 終審の判決の主な内容： 
1. 本件訴えられた審決が 2014 年 5 月 1 日前に下されたので、改正前『商

標法』に適用して審理すべきである。 
2. 『商標法』第 3 条１項、3 項、4 項及び『管理弁法』第 2、3、5 条によ

れば、証明商標に対する審査は、主に証明商標の出願人の主体資格と使

用管理規則を審査される。証明商標の機能が通常商標と一致していない

ものの、登録可能性の審査も同様ではないが、証明商標の登録可能性の

審査も『商標法』の基本規定に従うべきである。即、『商標法』第１0 条

の禁止条項に該当するか否か、第 11 条の識別力の有無、第 28、29 条の

先行権利と抵触しているか否かを判断すべきである。 
3. 「藍歯」は、ブルートゥースに対応する中国語であり、デジタル機器用

の近距離無線通信規格技術の 1 種として、第 9、42 類の関連商品・役務

において、使用すれば、直接に商品・役務の内容、特徴を表示するため、

登録すべきではない。したがって、原告の上訴請求を支持しない。 
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2.地理的表示を保護する商標制度以外の制度 
 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 
 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 
「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 
 

 
(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 
その通りである。 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 
規定 対象産品 
地理的表示保護規定 
地理的表示保護規定の実施細則 
原産地標記管理規定（部分有効） 
原産地標記管理規定実施弁法（部分有

効） 

特定されていない 

農産物地理的表示管理規則 農産物 
  
 

 
●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 
例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、 
(ⅳ) 手工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

 
回答：別添1の表を参照 
 
●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 
明文の規定がない。 

 
2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制度

との違いについて 
2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その内

容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、内

容の違いを対比して記載ください。 
 
回答：別添1の表を参照。 
 
2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 
 
2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 
  

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）における、

地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、条文

内容を教えてください。 
(1) 審査時（登録要件） 
(2) 登録後（効力等） 
(3) その他 

 
2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度を

規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、条

文内容を教えてください。 
(1) 審査時（登録要件） 
(2) 登録後（効力等） 
(3) その他 

 
回答： 

上記のとおり、中国において、地理的表示保護制度は、①商標法におけ

る団体商標制度及び証明商標制度（商標局）、②地理的表示製品保護規定

（国家質量監督検験検疫総局）に基づく保護、及び③農産品地理的表示管

理規則（農業部）に基づく保護の 3 つが並存している。 

 

しかし、現在のところ、並存する地理的表示保護制度に関する調整規

定がまだない。3 部門は、それぞれ独立した法律に基づき、地理的表示

の保護を取り扱っている。現時点では有効な解決方法は見出されておら

ず、地理的表示の保護を申請するにあたっては、3 部門の間を駆け回ら

なければならないのが現状である。 
以下は、国家質量監督検験検疫総局及び地理的表示商標より認可され

た地理的表示を 2 重登録・表示する「龍井茶」の例である。中国で地理

的表示の全面的な保護を受けるために、3 部門ともに登録出願をするこ

とが望ましいである。 
 

 

 

 
 

以上 
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別添 1 

表 3.〔中国〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 

地理的表示保護制度 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象となる物

（商品・サービス等） 
★地理的表示保護規定： 
(1)当該地域において栽培又は養殖された産品。 
(2)原材料のすべてが当該地域から産出され、又は

一部が他の地域から産出され、かつ当該地域にお

いて特定の技術により生産及び加工された製品 
（『地理的表示保護規定』第 2 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
農産物地理的表示とは、農産物が特定の地域を産

地とし、産品の品質及び係る特徴が主に自然生態

環境及び歴史人文的要素によって決まり、かつ地

域名称により命名された特有の農産物表示を指す 
（『農産物地理的表示管理規則』第 2 条 2 項） 

すべての商品又は役務 
（『商標法』第 3 条 3 項） 

(2) 保護対象となり得る

名称（どのような標章に

ついて保護され得るか、

対象となる標章に限定が

あるか（例:地名のみから

なる文字標章は保護され

得るか）、一般名称の取

り扱いに関する規定の有

無及びその内容） 

★地理的表示保護規定 
地理名称により命名 
（『地理的表示保護規定』第 2 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
地理名称と農産物の普通名称による命名 
（『農産物地理的表示管理規則』第 2 条 2 項） 
（『農産物地理的表示管理規則』第 7 条（一））

 

当該地理的表示に表記される地域の

名称、又はある商品が当該地域に由

来することを表記するその他の視覚

的表示 
（『管理弁法』第８条） 
 

(3) 登録主体の要件（法

人格の有無、個人・政府

機関の可否、機関に対す

る公的機関・第三者機関

による認証の要否等） 

★地理的表示保護規定 
現地の県級以上の人民政府が指定する地理的表示

製品保護申請機構又は人民政府か認定する協会及

ひ企業（公的機関による認証の要） 
（『地理的表示保護規定』第 8 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
県クラス以上の地方人民政府が選択・指定 
した、優れている農民専業合作経済組織、産 
業協会等の組織。（法人資格要、公的機関による

認証の要） 
（『農産物地理的表示管理規則』第 8 条） 

証明商標の場合、証明商標を管理す

る団体。 
団体商標の場合、団体商標を管理す

る団体。 
（法人資格要、公的機関による

認証の要） 
（『商標法』第 3 条；『管理弁

法』第 6 条） 
 
 

(4) 主な登録要件（識別

性の考え方（周知性が必

要か、生産地との関係が

必要か） 

★地理的表示保護規定 
①商品の地理的品質の特徴、 
②その品質の特徴は産地の自然的要素や人文

的要素との関係がある。 
③商品の生産技術の規範が必要 
④商品が一定な知名度がある。 
（『地理的表示保護規定』第 10 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
生産地の独特な自然と人文的な条件と結び付いた

品質の特性を有する。 
（『農産物地理的表示管理規則』第 7 条） 
 

①商標登録の基本条件（商標の識別

力がある及び先行権利と抵触しない

こと） 
②生産地の独特な自然と人文的な条

件と結び付いた品質の特性を有する

（『商標法』第 3 条１項、3 項、4
項及第 10 条、第 11 条の識別力有

無、第 30 条び『管理弁法』第 5、7
条 ） 
 

(5) 使用方法に関する

規定・制限があるか

★地理的表示保護規定 
地理的表示商品の専用表示を利用する場合、現地

通常商標と同じ、「登録商標」又は

登録済みの表示を表記する権利を有

（表示義務等） の質量技術監督局又は出入境検験検疫局に申請を

提出し、且つ関連資料を提出する必要がある。 
（『地理的表示保護規定』第 20 条） 
 
2 年以内未使用の場合、その登録を取り消され

る。 
（『地理的表示保護規定』第 23 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
公共のマークと地域の産品名称とを組み合わせる

標識制度を実施する 
（『農産物地理的表示管理規則』第 14 条） 

する。 
（『商標法』第 9 条） 
正当な理由がなく、継続して三年間

を使用していない場合に、取消対象

になる。 
（『商標法』第 49 条 2 項） 

(6) 品質管理に関す

る規定（品質管理規

定の要否、規定の審

査の有無、行政機関

による実施体制チェ

ックの有無等） 

★地理的表示保護規定 
生産地の独特な自然と人文的な条件と結び付いた

品質の特性及び技術標準の策定、登録・公開 
（『地理的表示保護規定』第 10～20 条） 
 
生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理

し、それを国がチェック 
（『地理的表示保護規定』第 3、4、22～25 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
生産地の独特な自然と人文的な条件と結び付いた

品質の特性及び技術標準の策定、登録・公開 
（『農産物地理的表示管理規則』第 4、10～12
条） 
生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理

し、それを国がチェック 
（『農産物地理的表示管理規則』第 4、10～12
条） 
生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理

し、それを国がチェック 
（『農産物地理的表示管理規則』第 18～19、
21~23 条） 

 
管理弁法には、品質管理の内容を含

める。 
『管理弁法』第 11 条（七） 
品質管理の内容の登録と公開 
（『管理弁法』第 13 条） 
行政機関による実施体制チェックが

ある。 
（『管理弁法』第 21 条） 
 
 
 

(7) 効力 
★地理的表示保護規定 
地理的表示及びこれに類似する表示の不正使

用を禁止 
（『地理的表示保護規定』第 21 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
農産品地理的表示及び登録書の偽造及び無

断使用をしてはならない 
（『農産物地理的表示管理規則』第 20 条） 

地理的表示を含む商標が、公衆を誤

認を生じさせる場合、その登録を禁

止する。ただし、既に善意による登

録したものは引き続き有効とする。 
（『商標法』16 条） 
 
ワインまたはスピリッツに関して

は、誤認�混合が生じない場合であ

っても、保護の効力を及び。 
（『管理弁法』第 12 条） 
 

(8) 効力範囲（対象

となる商品・サービ

ス等の範囲、効力が

及ばない範囲の規定

等） 

★地理的表示保護規定

明確的な規定がなし 
 
★農産物地理的表示管理規則 
明確的な規定がなし 

出願時に指定する商品若しくはサー

ビス又はこれと類似する商品若しく

はサービス 
（『商標法』第 30、31、57 条） 

(9) 他者の不正使用に

対する規制手段（行政

機関による取締り、権

利者による請求等） 

★地理的表示保護規定

国による不正使用の取締り 
（『地理的表示保護規定』第 21 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
国による不正使用の取締り 
（『農産物地理的表示管理規則』第 23 条） 
 

商標権者による差止請求、損害賠償

請求 
（『商標法』第 60、61、62 条） 

(10) 費用、保護期

間等 
★地理的表示保護規定

登録：無料 
登録：CNY3,000 
更新手続がある 
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更新手続なし（取り消されない限り登録存続） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
登録：無料 
更新手続なし（取り消されない限り登録存続） 

（保護期限 10 年） 

(11) 申請先 ★地理的表示保護規定 
当地の質量技術監督局又は出入境検験検疫局 
（『地理的表示保護規定』第 11 条） 
 
★農産物地理的表示管理規則 
省クラス人民政府の農業行政主管部門 
（『農産物地理的表示管理規則』第 9 条） 

商標局 

(12) その他の特記

すべき事項 
★地理的表示保護規定 
2005 年制定、2005 年施行 
 
★農産物地理的表示管理規則 
2007 年制定、2008 年施行 

新『商標法』2013 制定、

2014 年施行 
『管理弁法』2003 年施行 
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1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 
証明商標の定

義 

商標法 第2条第1項第7号 

「証明標章」とは、商品の品質、原産地、生産方法又

はその他の特性を証明し管理することを業とする者

が、他人の商品についてその商品が品質、原産地、生

産方法又はその他の特性を満たすことを証明するのに

使用させるための標章をいう。 

 

商標法 第2条第1項第8号 

「地理的表示証明標章」とは、地理的表示を証明する

ことを業とする者が、他人の商品についてその商品が

定められた地理的特性を満たすことを証明するのに使

用する標章をいう。 

2 

証明商標の保

護対象に関す

る特別な規定 

なし 

 

3 
出願人の主体

要件 

商標法 第3条第3項 

商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証

明し管理することを業とすることができる者は、他人

の商品についてその商品が定められた品質、原産地、

生産方法又はその他の特性を満たすことを証明するの

に使用するためにのみ証明標章の登録を受けることが

できる。 

4 

出願時に必要

な 

提出書類 

商標法 第36条第4項 

証明標章登録を受けようとする者は、第1項各号の事項

のほか、大統領令で定める証明標章の使用に関する事

項を定めた書類(法人の場合は定款をいい、法人でない

場合は規約をいい、以下「定款又は規約」という)及び

証明しようとする商品の品質、原産地、生産方法又は

その他の特性を証明し管理できることを証明する書類

を証明標章登録出願書に添付しなければならない。 

 

商標法 第36条第5項 

地理的表示団体標章登録又は地理的表示証明標章登録

を受けようとする者は、第3項又は第4項の書類のほ

か、大統領令で定めるところにより、地理的表示の定

義に一致することを証明することができる書類を地理

的表示団体標章登録出願書又は地理的表示証明標章登

録出願書に添付しなければならない。 

5 

使用規則に 

記載すべき項

目 

商標法施行令 第4条第1項 

商標法第36条第4項において「大統領令で定める証明標

章の使用に関する事項」とは、次の各号の事項をい

う。 

１．証明しようとする商品の品質、原産地、生産方法

又はその他の特性(以下「品質等」という) 

２．証明標章の使用条件 

３．第2号の使用条件に違反した者に対する制裁 

４．その他証明標章の使用に必要な事項 

 

商標法施行令 第4条第2項 

商標法第36条第4項による品質などを証明し管理できる

ことを証明する書類には次の各号の事項が含まれなけ

ればならない。 

１．証明しようとする商品の品質等に関する試験・検

査の基準、手続及び方法など 

２．証明しようとする商品の品質などを証明し管理す

るために必要な専門設備、専門人材など 

３．証明標章の使用者に対する管理・監督など 

４．その他証明しようとする商品の品質などを証明し

管理できることを客観的に証明できる事項 

6 出願の審査 商標法 第54条 

                         
72 商標法第 36 条第 3項 

団体標章登録を受けようとする者は、第 1項各号の事項のほか、大統領令で定める団体標章の使用に関する事項を定めた定款を団体標章登録出願書に添付しなければならない。 

(1) 概要

（原則） 

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当

する場合には、商標登録の拒絶決定をしなければなら

ない。 

１．第2条第1項による商標、団体標章、地理的表示、

地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明

標章又は業務標章の定義に合わない場合 

２．条約に違反した場合 

３．第3条、第27条、第33条から第35条まで、第38条第

1項、第48条第2項後段、同条第4項又は第6項から

第8項までの規定により商標登録をすることができ

ない場合 

４．第3条による団体標章、証明標章及び業務標章の登

録を受けることができる者に該当しない場合 

５．地理的表示団体標章登録出願の場合において、そ

の所属団体員の加入について定款によって団体の

加入を禁止し、又は定款に満たし難い加入条件を

規定する等、団体の加入を実質的に許容しない場

合 

６．第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標

章の使用に関する事項の全部若しくは一部を記載

せず、又は同条第4項による定款若しくは規約に大

統領令で定める証明標章の使用に関する事項の全

部若しくは一部を記載しない場合 

７．証明標章登録出願の場合において、その証明標章

を使用することができる者に対して正当な事由が

ないのに定款若しくは規約により使用を許諾せ

ず、又は定款若しくは規約に満たし難い使用条件

を規定する等、実質的に使用を許諾しない場合 

7 

出願の審査 

(2) 使用規

則の内容につ

いて審査・品

質に関する審

査 

商標法 第54条第6号 

第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標章の

使用に関する事項の全部若しくは一部を記載せず、又

は同条第4項による定款若しくは規約に大統領令で定め

る証明標章の使用に関する事項の全部若しくは一部を

記載しない場合 

 

商標法 第54条第7号 

証明標章登録出願の場合において、その証明標章を使

用することができる者に対して正当な事由がないのに

定款若しくは規約により使用を許諾せず、又は定款若

しくは規約に満たし難い使用条件を規定する等、実質

的に使用を許諾しない場合 

 

商標審査基準 第7部3.4.5 

審査官は定款又は規約を審査するにあたり、証明標章の

使用に関する事項において記載事項の全部又は一部の

記載がない場合には、法第54条第6号に該当することを

理由に拒絶理由を通知しなければならない。 

 

商標審査基準 第7部3.4.6 

審査官は正当な事由なしに定款若しくは規約に証明標

章の使用を許諾せず、又は定款若しくは規約に満たし難

い使用条件を規定する等、証明標章の使用を実質的に許

諾しない場合には、法第54条第7号に該当することを理

由に拒絶理由を通知しなければならない。 

8 

登録要件 

(1) 主体的要

件 

商標法 第3条第3項 

商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明

し管理することを業とすることができる者は、他人の商

品についてその商品が定められた品質、原産地、生産方

法又はその他の特性を満たすことを証明するのに使用

するためにのみ証明標章の登録を受けることができる。

 

商標法 第3条第4項 

第3項にかかわらず、商標・団体標章若しくは業務標章

を出願し、又は登録を受けた者は、その商標等と同一・

類似の標章を、証明標章として登録を受けることができ

ない。 

 

商標法 第3条第5項 

証明標章を出願し、又は登録を受けた者は、その証明標

章と同一・類似の標章を、商標・団体標章又は業務標章

として登録を受けることができない。 

 

商標法 第54条第4号 

第3条による団体標章、証明標章及び業務標章の登録を

受けることができる者に該当しない場合 

9 
登録要件 

(2) 使用規則

商標法 第54条第5号 

地理的表示団体標章登録出願の場合において、その所属

団体員の加入について定款によって団体の加入を禁止

し、又は定款に満たし難い加入条件を規定する等、団体

の加入を実質的に許容しない場合 

 

商標法 第54条第6号 

第36条第3項72による定款に大統領令で定める団体標章

の使用に関する事項の全部若しくは一部を記載せず、又

は同条第4項による定款若しくは規約に大統領令で定め
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る証明標章の使用に関する事項の全部若しくは一部を

記載しない場合 

 

商標法 第54条第7号 

証明標章登録出願の場合において、その証明標章を使用

することができる者に対して正当な事由がないのに定

款若しくは規約により使用を許諾せず、又は定款若しく

は規約に満たし難い使用条件を規定する等、実質的に使

用を許諾しない場合 

10 

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒

絶理由 

商標法 第33条第1項 

① 次の各号のいずれかに該当する商標を除き、商標登

録を受けることができる。 

１．その商品の普通名称を普通に用いられる方法により

表示する標章のみからなる商標 

２．その商品について慣用されている商標 

３．その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・

形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時

期を普通に用いられる方法により表示する標章の

みからなる商標 

４．顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみか

らなる商標 

５．ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法によ

り表示する標章のみからなる商標 

６．簡単でありふれた標章のみからなる商標 

７．第1号から第6号までに該当する商標のほか、需要者

が何人かの業務に関連する商品を表示するもので

あるかを識別することができない商標 

 

商標法 第34条第1項第1号イ目 

大韓民国の国旗、国章、軍旗、勲章、褒章若しくは記章

又は大韓民国若しくは公共機関の監督用又は証明用の

印章・記号と同一・類似の商標 

 

商標法 第34条第1項第1号ホ目 

パリ条約第6条の3により世界知識財産機構から通知を

受け特許庁長が指定した同盟国等又はその公共機関の

監督用又は証明用の印章・記号と同一・類似の商標であ

って、その印章又は記号が使用されている商品と同一・

類似の商品について使用する商標 

 

商標法 第34条第1項第4号73 

商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者

に与える意味及び内容等が一般人の通常の道徳観念で

ある善良な風俗に反する等、公共の秩序を害するおそれ

がある商標 

(b) 絶対的拒

絶理由の例外

（使用等によ

る識別性の獲

得等） 

商標法 第33条第2項 

② 第1項第3号から第6号までに該当する商標であって

も、商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要

者の間に特定人の商品に関する出所を表示するものと

して識別できるようになった場合には、その商標を使用

した商品に限って商標登録を受けることができる。 

 

商標法 第33条第3項(商標法 第2条第4項74) 

第1項第3号75(産地に限る)又は第4号76に該当する標章で

あっても、その標章が特定商品に関する地理的表示であ

る場合には、その地理的表示を使用した商品を指定商品

(第38条第1項により指定した商品及び第86条第1項によ

り追加で指定した商品をいう。以下同じ)として地理的

表示団体標章登録を受けることができる。 

 

商標審査基準 第5部第1章1.477 

                         
73 商標審査基準第 5部第 4章 2.3.1 

他の法律によって使用が禁止され又は当該商標使用行為が明確に他の法律に違反する商標。この場合において、証明標章登録出願が実定法の認証要件を回避する手段等として利

用されるときも、本号を適用する。 
74 商標法第 2条第 4項 

地理的表示証明標章に関しては、この法律で特別の規定があるものを除き、地理的表示団体標章に関する規定を適用する。 
75 商標法第 33 条第 1項第 3号 

その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標 
76 商標法第 33 条第 1項第 4号 

顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみからなる商標 
77 商標法第 34 条第 1項第 1号イ目に対する例外 
78 商標法第 34 条第 1項第 1号ホ目に対する例外 
79 商標法第 33 条第 1項第 3号 

その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標 
80 商標法第 34 条第 1項第 12 号 

商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標 
81 商標法第 3条第 2項～第 4項 

② 商品を生産・製造・加工・販売し、又は役務を提供する者が共同して設立した法人(地理的表示団体標章の場合には、その地理的表示を使用することができる商品を生産・製

造又は加工する者のみで構成された法人に限る)は、自己の団体標章の登録を受けることができる。 

③ 商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明し管理することを業とすることができる者は、他人の商品についてその商品が定められた品質、原産地、生産方法又

はその他の特性を満たすことを証明するのに使用するためにのみ証明標章の登録を受けることができる。ただし、自己の営業に関する商品に使用しようとする場合には、証

明標章の登録を受けることができない。 

大韓民国又は公共機関が監督用又は証明用の印章若し

くは記号を証明標章として出願する場合には、登録が可

能なものとみなす。 

 

商標審査基準 第5部第1章5.478 

同盟国等又はその公共機関が監督用又は証明用の印章

若しくは記号を証明標章として出願する場合には、登録

が可能なものとみなす。 

(c) 地理的表

示を含む商標

についての特

別な拒絶理由

商標法 第 34 条第 1項第 8号 

先の出願による他人の登録された地理的表示団体標章

と同一・類似の商標であってその指定商品と同一と認識

されている商品に使用する商標 

 

商標法 第 34 条第 1項第 10 号 

特定地域の商品を表示するものとして需要者に広く認

識されている他人の地理的表示と同一・類似の商標であ

ってその地理的表示を使用する商品と同一と認められ

ている商品に使用する商標 

 

商標法 第 34 条第 1項第 14 号 

国内又は外国の需要者に特定地域の商品を表示するも

のであると認識されている地理的表示と同一・類似の商

標であって、不当な利益を得ようとし、又はその地理的

表示の正当な使用者に損害を負わせようとする等、不正

の目的で使用する商標 

 

商標法 第 34 条第 1項第 16 号本文 

世界貿易機関の会員国内のぶどう酒若しくは蒸留酒の

産地に関する地理的表示により構成され、又はその地理

的表示を含む商標であってぶどう酒又は蒸留酒に使用

しようとする商標。 

 

商標法 第 34 条第 1項第 18 号 

「農水産物品質管理法」第 32 条により登録された他人

の地理的表示と同一・類似の商標であって、その地理的

表示を使用する商品と同一と認められる商品に使用す

る商標 

 

商標法 第 34 条第 1項第 19 号 

大韓民国が外国と両者間又は多者間で締結して発効し

た自由貿易協定により保護される他人の地理的表示と

同一・類似の商標若しくはその地理的表示により構成さ

れ、又はその地理的表示を含む商標であって、地理的表

示を使用する商品と同一と認められる商品に使用する

商標 

(d) 地理的表

示を含む商標

についての特

別な拒絶理由

(c)の例外 

商標法 第 34 条第 1項第 16 号ただし書 

ただし、地理的表示の正当な使用者が該当商品を指定商

品として第 36 条第 5 項による地理的表示団体標章登録

出願をした場合には、商標登録を受けることができる。

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標

の識別性に関

する規定 

商標審査基準 第7部第4章3.1.2 

証明標章の審査において、標章に『証明(approved)』、『保

証(gurantee)』、『認証(certification)』等の単語が含ま

れていても、法第33条第1項第3号79及び第34条第1項第12

号80を適用しない。 

(b) 証明商標

に特有の拒絶

理由 

商標法 第54条第1号 

第2条第1項による商標、団体標章、地理的表示、地理的

表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章又は業務

標章の定義に合わない場合 

 

商標法 第54条第4号 

第3条81による団体標章、証明標章及び業務標章の登録を
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受けることができる者に該当しない場合 

 

商標法 第54条第6号 

第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標章の

使用に関する事項の全部若しくは一部を記載せず、又は

同条第4項による定款若しくは規約に大統領令で定める

証明標章の使用に関する事項の全部若しくは一部を記

載しない場合 

 

商標法 第54条第7号 

証明標章登録出願の場合において、その証明標章を使用

することができる者に対して正当な事由がないのに定

款若しくは規約により使用を許諾せず、又は定款若しく

は規約に満たし難い使用条件を規定する等、実質的に使

用を許諾しない場合 

(c) 証明商標

に特有の拒絶

理由(b)の例

外 

なし 

(d) その他の

特則 
なし 

11 
使用規則の公

開 

商標法 第82条第3項 

特許庁長は、第2項により登録した場合には、商標権者

の氏名・住所及び商標登録番号等大統領令で定める事項

を商標公報に掲載して登録公告をしなければならない。

 

商標法施行令 第14条第1項第13号、第14号 

商標法第82条第3項において「商標権者の氏名・住所及

び商標登録番号など大統領令に定める事項」とは、次の

各号の事項をいう。 

13．地理的表示団体標章又は地理的表示証明標章である

という趣旨(地理的表示団体標章又は地理的表示証

明標章のみ該当する) 

14．法第36条第3項及び第4項による定款又は規約の要約

書(団体標章、地理的表示団体標章、証明標章及び地

理的表示証明標章のみ該当し、法第43条第1項又は

第2項により修正された定款又は規約は修正された

ものとする) 

12 

審査における

使用規則等に

ついての関係

省庁への照会 

商標法 第51条第2項 

特許庁長は、商標登録出願の審査に必要であると認める

場合には、関係行政機関又は商標に関する知識及び経験

が豊富な者若しくは関係人に協力を要請し、又は意見を

聴くことができる。 

 

商標法 第51条第3項 

特許庁長は、「農水産物品質管理法」による地理的表示

登録対象品目に対して地理的表示団体標章が出願され

た場合には、その団体標章が地理的表示に該当するかに

関して農林畜産食品部長官又は海洋水産部長官の意見

を聴かなければならない。82 

 

商標法施行令 第 6条 

特許庁長は、証明標章登録出願の審査に必要な場合、次

の各号の事項について関係行政機関若しくは商品に関

する知識及び経験が豊富な者の意見を聴き、又は資料提

出等の協力を要請することができる。 

１．証明しようとする商品の品質等に関する事項 

２．証明標章登録出願人が該当商品の品質等を証明し管

理できる能力を備えているかに関する事項 

３．その他証明標章登録の要件に関する事項 

13 権利の効力 商標法 第89条(商標権の効力) （通常商標と同じ） 

14 

許諾によりマ

ークを使用す

る者は使用権

者であるか。 

法定の実施権

が規定されて

いるか。 

商標法 第95条第2項 

業務標章権、団体標章権又は証明標章権については、専

用使用権を設定することができない。 

<法定使用権に関する規定なし> 

15 

許諾によりマ

ークを使用す

る者が損害賠

償訴訟を提起

できるか。 

なし 

16 

権利者が提起

した損損害賠

償訴訟におい

て、許諾によ

りマークを使

用者する者の

損害が勘案さ

れるか。 

明確な規定はない。 

 

17 
通常使用権者

と許諾による

明確な規定はない。 

 

                         
④ 第 3項にかかわらず、商標・団体標章若しくは業務標章を出願し、又は登録を受けた者は、その商標等と同一・類似の標章を、証明標章として登録を受けることができない。 

82 商標法第 2条第 4項 

地理的表示証明標章に関しては、この法律で特別の規定があるものを除き、地理的表示団体標章に関する規定を適用する。 

マークを使用

する者の権利

との間に相違

があるか。 

18
第三者の正当

な使用に対す

る調整規定 

商標法 第90条第1項第2号, 第4号 

①商標権(地理的表示団体標章権は除く)は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、その効力が及ばない。 

２．登録商標の指定商品と同一・類似の商品の普通名称・

産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価

格又は生産方法・加工方法・使用方法及び時期を普

通に用いられる方法により表示する商標 

４．登録商標の指定商品と同一・類似の商品について慣

用する商標並びに顕著な地理的名称及びその略語

又は地図からなる商標 

19
商標権者自身

の使用の可否

商標法 第3条第3項 

商品の品質、原産地、生産方法又はその他の特性を証明

し管理することを業とすることができる者は、他人の商

品についてその商品が定められた品質、原産地、生産方

法又はその他の特性を満たすことを証明するのに使用

するためにのみ証明標章の登録を受けることができる。

20

商標権者の管

理義務違反へ

の制裁、取り

消し事由 

商標法 第119条第1項第9号 

９．証明標章と関連し、次の各目のいずれかに該当する

場合 

イ．証明標章権者が第36条第4項により提出された定款

又は規約に違反して証明標章の使用を許諾した場

合 

ロ．証明標章権者が第3条第3項ただし書に違反して証明

標章を自己の商品について使用する場合 

ハ．証明標章の使用の許諾を受けた者が定款又は規約に

違反して他人に使用させた場合、又は使用の許諾を

受けた者が定款又は規約に違反して証明標章を使

用することにより、需要者に商品の品質、原産地、

生産方法若しくはその他の特性に関して混同を生

じさせた場合。ただし、証明標章権者が使用の許諾

を受けた者に対する監督に相当の注意をした場合

は除く。 

ニ．証明標章権者が、証明標章の使用の許諾を受けてい

ない第三者が証明標章を使用して需要者に商品の

品質、原産地、生産方法又はその他の商品の特性に

関して混同を生じさせたことを知りながらも、適切

な措置をしない場合 

ホ．証明標章権者が当該証明標章を使用することができ

る者に対して正当な事由がないのに定款若しくは

規約により使用を許諾せず、又は定款若しくは規約

に満たし難い使用条件を規定する等、実質的に使用

を許諾しない場合 

21

許諾によるマ

ークを使用す

る者の使用に

よって、登録

商標の不使用

取消しを免れ

るか。 

明確な規定はない。許諾により使用する者が使用するこ

とを予定していることから、免れると解される。 

22
出願料・登録

料・更新料 

※1区分基準(http://www.patent.go.kr) 

・電子出願 

62,000 ウォン＋指定商品加算金 

・書面出願 

72,000 ウォン＋指定商品加算金 

・商標設定登録料 

211,000ウォン(分割納付可能) 

・更新料 

310,000ウォン(分割納付可能) 

 
(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 
<認証、証明に関して(地理的表示)証明標章制度以外になし> 
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1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標

制度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょ

うか。違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてくださ

い。 

 

 

回答： 

通常の商標登録出願または団体標章登録出願の場合と同じように、証

明標章登録出願の場合にも同じ区分を使用します。ただし、その指定

商品・役務は『証明の対象』、『証明の内容』がともに記載されなければ

なりません。 

 

(例)商標登録番号:47-0000011 

標章 指定役務 

 

第01類：肥料の世界占有率(輸出実績)に関する

証明 

第45類：法務サービス業の世界市場占有率(輸

出実績)に関する証明 

 

 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼ら

れて使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するもので

あるか。 

 

回答：証明標章を出願し又は登録を受けた者は、その証明標章と同一・

類似の標章を商標・団体標章又は業務標章として登録を受けることがで

きないので(商標法第3条第5項)、証明標章を使用する商品、役務のすべ

てに対しては権利を取得・保有することができません。 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42

類には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材

料検査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び

「Water analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利

者（認証機関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付し

て使用する商品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答：上記(2)と同じ趣旨で、証明標章登録権利者は第42類に役務として

証明標章と同一・類似の標章の登録を受けることができません。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

 

回答: (a) 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性

を認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識

別性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明

がされていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性

を生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくだ

さい。） 

 

証明標章の審査において、商標法に特別に規定したものを除いては商標

に関する規定がそのまま適用され(商標法第2条第3項)、商標審査基準に

おいても商標審査基準に特別に定めるものを除いては商標に関する規定

がそのまま適用されるところ、通常の商標と異なるものはありません(商

標審査基準第7部第3章3.1.1)。 

 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認

証・証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マ

ーク」を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはど

のような考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識

別性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)

のように、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識

別されているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認

定しているのであれば、その内容を記載してください。 

 

地理的表示は特定商品の「地理的出所」を表示するものとして、地理的

表示が地理的表示証明標章等として出願されることによって地理的表示

の概念に符合するように使用される場合には、「特定地域の地理的出所を

表すもの」として識別力を有しています。したがって第33条第1項第3号

の産地または同条同項第4号に該当するとしても「地理的表示としての識

別力」が認められ登録が可能です。 

 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」

について、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例

ずつ例示してください。 

 

地理的表示証明標章の登録例は以下のとおりです。品質表示のみからなる

証明標章は調査した範囲内では確認されませんでした。 

 

 

標章 状態/類型 指定商品 

 
(扶安米のハングル) 

登録/地理的

表示証明標

章 

(48-

0000001) 

第 30 類：米の原産地証

明、米のタンパク質含量

/品種混入率/品位(搗精

度/くず米/異物/粉状切

粒/被害粒)/水分および

成分含量/残留有害物質

検査を通した品質の優秀

性証明 

第 31 類：未加工稲の原産

地証明、未加工稲のタン

パク質含量/品種混入率/

品位(搗精度/くず米/異

物/粉状切粒/被害粒)/水

分および成分含量/残留

有害物質検査を通した品

質の優秀性証明 

(咸平かぼちゃのハングル) 

登録/地理的

表示証明標

章 (48-

0000004) 

第 31 類：かぼちゃ(新鮮

なもの)の原産地証明、か

ぼちゃ(新鮮なもの)の糖

度の優秀性証明 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判

断するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にあります

か？ある場合、その内容を教えてください。また、証明商標特有の識別

性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場合、出願人が取る対応と

して、どのようなものがあるでしょうか。 

 

商標審査基準は証明標章の標章に対する審査において、商標法に特別に

規定したものを除いては商標に関する規定がそのまま適用され、商標審

査基準においても商標審査基準に特別に定めるものを除いては商標に関

する規定がそのまま適用されると規定しているところ、証明標章特有の

識別性に対する別途の取扱いはありません。 

ただし、証明標章の審査において標章に『証明(approved)』、『保証

(gurantee)』、『認証(certification)』などの単語が含まれていても商標

法第33条第1項第3号および第34条第1項第12号を適用しません(商標審査

基準第7部第3章3.1.2)。 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によって

も、「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれら

の識別性の要件に違いがあるか。 

 

通常の商標、団体標章の場合にも異なるものはありませんが、商品の品質

を保証するものと認識される文字、記号、図形が結合したときは、商標法

第34条第1項第12号に該当して商標登録を受けることができません。 

 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証

明マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてくださ

い。（判例１件につき 大 800 語程度） 

 

証明標章に対し審判請求された件は 2 件が公開されていますが、1 件は取

下げ、1 件は具体的な請求理由を記載しなかったことにより却下され、審

決文が公開された件は現在のところありません。地理的表示証明標章に対



海外質問票調査（証明商標）⑧韓国 

- 296 - 

しても審判請求された件は 1件が公開されていますが、具体的な請求理由

を記載せず却下されました。83 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

農林水産物品質管理法 
農産物及びその加工品 

水産物及びその加工品 

不正競争防止および営業秘密保護に関

する法律(「不正競争防止法」と略称)
商品 

高麗人参産業法 高麗人参 

酒税法 ぶどう酒、蒸留酒 

不公正貿易行為の調査および産業被害

救済に関する法律(「不公正貿易調査

法」と略称) 

商品 

関税法 
商品、農水産物(農水産加工

品) 

 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手

工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別添1の表を参照。 

 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答： 

2000年および2004年度当時の特許庁の報告書によれば、地理的表示保護

体制の非一元化および相互連係性の不備、地理的表示保護要件および保護

効果の非一貫性、地理的表示「登録」制度の対象品目の非包括性および品

質認証的性格、地理的表示発掘不備を問題として指摘しています。一方、

2003年から2004年頃当時に行われた農林部および海洋水産部の関係部署

の協議内容によれば、1)農産品品質管理法および水産物品質管理法上の地

理的表示登録対象である農産物、水産物およびその加工品を除外した工産

品に対してのみ、商標法による保護をしなければならないという案、2)農

産品品質管理法および水産物品質管理法相の地理的表示対象を拡大して

補完する案、3)農産物、水産物およびその加工品に対する地理的表示団体

標章登録は農・水産物品質管理法上の地理的表示登録をした品目に限定さ

せる案、4)農林部、海洋水産部と特許庁が消費者混乱防止などのために登

録可否を合意して決定する案などが提案されていました。84 

 

このような行政部処間の見解の違いのもとに導入された商標法上の地

理的表示証明標章の場合、品質認証の面で農水産物品質管理法の地理的表

                         
83 特許情報ネットキプリス(http://www.kipris.or.kr/) 
84 チョン・ヒョンジョン，地理的表示の法的保護に関する考察:改正商標法と農産物品質管理法による保護制度の比較・分析を中心に，pp.81～82 
85 キム・ボギョン，地理的表示の保護体系に対する研究，pp. 121～122 

示登録制度と類似の点があり、農水産物品質管理法上の地理的表示権の場

合、法改正により従来の品質認証を主要目的とした制度とは異なり、商標

法と類似の知的財産権としての権利を規定するようになることにより、商

標法の地理的表示団体標章・地理的表示証明標章と農水産物品質管理法上 

の地理的表示登録制度が重複する規定であるという指摘があり、出願人は

このような類似の制度等の差異を知ることが難しいため重複出願するケ

ースが多く、これによる費用が発生する等の経済的な問題があり、需要者

(消費者)もまた昔から該当商品が産地と関連して有名であるため該当商

標が付された商品を利用するのであって、種々の制度等の差異点を知って

利用するとはみがたい面があります。85 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答： 

商標法 第 34 条 1項 18 号 

「農水産物品質管理法」第32条により登録された他人の地理的表示と同

一・類似の商標であって、その地理的表示を使用する商品と同一と認めら

れる商品に使用する商標 

 

(2) 登録後（効力等）:関連規定なし 

(3) その他 :関連規定なし 

  

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答：農水産物品質管理法 第32条第9項第2号 

登録申請された地理的表示が「商標法」によって先に出願され又は登録

された他人の商標と同一若しくは類似する場合に該当するときは、登録を

拒絶決定し申請者に知らせなければならない。 

 

(2) 登録後（効力等） 

 

回答：農水産物品質管理法 第 34 条第 2 項第 2号 

地理的表示権が地理的表示登録申請書の提出前に「商標法」によって登

録された商標又は出願審査中である商標に該当するときは、利害当事者相

互間に対してはその効力が及ばない。 

 

(3) その他:関連規定なし 

 

以上 
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別添 1

 

表3.〔韓国〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 
 

<農水産物品質管理法> 

<不正競争防止法> 

<高麗人参産業法> 

<酒税法> 

<不公正貿易調査法> 

<関税法> 

商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

・農水産物または農水産加工品(農

水産物品質管理法第 2条 1項 8

号、13 号) 

・商品(不正競争防止法第 2条 1号

ニ目・ホ目、第 3条の 2) 

・商品(不公正貿易調査法第 4条第

1項第 1号) 

・高麗人参(高麗人参産業法第 22

条) 

・ぶどう酒、蒸留酒(酒税法第 40

条) 

・商品、農水産物または農水産加

工品(関税法第235条) 

商品(商標法第2条第1項第4号) 

(2) 保護対象となり得る名称（ど

のような標章について保護され得

るか、対象となる標章に限定があ

るか（例:地名のみからなる文字標

章は保護され得るか）、一般名称の

取り扱いに関する規定の有無及び

その内容） 

・地理的名称＋商品名(農水産物品

質管理法、国立農産物品質管理

院、http://www.naqs.go.kr/) 

・標識、自由貿易協定により保護

される地理的表示(不正競争防止

法第 2条 1号ニ目・ホ目、第 3

条の 2) 

・「高麗」(高麗人参産業法第 22

条) 

・地理的表示、翻訳、「種類、類

型、模造品」等の表現が結合し

た場合(酒類の商標使用に関する

命令委任告示第 7条) 

・地理的表示(不公正貿易調査法第

4条) 

・商標法、農水産物品質管理法上

の地理的表示(関税法第235条) 

地理的表示または地理的表示＋商

品名(商標審査基準第7部第4章

4.3.1) 

(3) 登録主体の要件（法人格の有

無、個人・政府機関の可否、機関

に対する公的機関・第三者機関に

よる認証の要否等） 

法人。ただし、一人である人場合

には個人(品質管理法第32条2項)。

・地理的表示団体標章の場合：法

人格を有する生産者団体、加工

者団体またはこれらの連合会な

ど(商標審査基準第 7部第 4章

3.1.1) 

・地理的表示証明標章の場合：法

人または個人(商標審査基準第7

部第4章3.2.1) 

                         
86 商標法第 33 条第 1項第 3号 

その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる

方法により表示する標章のみからなる商標 

(4) 主な登録要件（識別性の考え

方（周知性が必要か、生産地との

関係が必要か） 

農水産物品質管理法第32条第9項各

号および農水産物品質管理法施行

令第15条各号(農水産物品質管理

法) 

商標法第 33 条第 1項第 3号86、第

4号87に該当する場合でも登録可能

(商標法第 33 条第 3項) 

 

(5) 使用方法に関する規定・制限

があるか（表示義務等） 

・参類の場合「高麗」が含まれる

用語使用可能(農水産物品質管理

法第 34 条第 3項) 

・地理的表示品ではない農水産物

に地理的表示禁止、混合販売また

は保管、陳列禁止(農水産物品質管

理法第38条) 

<規定なし> 

(6) 品質管理に関する規定（品質

管理規定の要否、規定の審査の有

無、行政機関による実施体制チェ

ックの有無等） 

・適合性調査、関係帳簿閲覧、地

理的表示品調査ないし試験依頼

(農水産物品質管理法第 39 条) 

・是正命令、販売禁止、表示停止

または登録取消し(農水産物品質管

理法第40条) 

・定款または規約の作成および提

出(商標法第 36 条第 3項～第 5

項) 

・定款記載不備は拒絶理由に該当

(商標法第54条第6号、第7号) 

(7) 効力 ・登録された地理的表示と同一ま

たは類似の表示の無断使用禁止

(農水産物品質管理法第 36 条) 

・原産地虚偽表示行為、出所地誤認

惹起行為の禁止(不正競争防止法

2 条 1 号ニ目、ホ目)および自由

貿易協定により保護する地理的

表示の使用禁止(不正競争防止法

3条の 2) 

・商標法上保護される地理的表示

侵害物品の輸入、販売、製造行為

禁止(不公正貿易調査法第 4 条第

1項第 1号) 

・商標法、農水産物品質管理法上

の地理的表示権等の侵害物品の輸

出、輸入禁止(関税法第235条) 

地理的表示団体標章・地理的表示

証明標章と同一または類似の商標

の無断使用禁止(商標法第107条、

108条2項) 

(8) 効力範囲（対象となる商品・

サービス等の範囲、効力が及ばな

い範囲の規定等） 

・申請時に記載した地理的表示と

同一または類似の表示＋登録品

目と同一または類似の品目(農水

産物品質管理法第 36 条) 

・原産地を虚偽に表示する標識、

出所地を誤認させる標識(不正競

争防止法ニ目、ホ目) 

・自由貿易協定によって保護する

地理的表示＋地理的表示を使用

する商品と同一または同一と認

識されている商品(不正競争防止

法 3条の 2) 

・商標法、農水産物品質管理法上

保護される地理的表示(不公正貿易

調査法第4条第1項第1号、関税法第

235条) 

出願時に記載した地理的表示団体

標章・地理的表示証明標章と同

一・類似の商標＋指定商品と同一

または同一と認められる商品(商標

法第91条1項、第108条2項) 

(9) 他者の不正使用に対する規制

手段（行政機関による取締り、権

利者による請求等） 

・地理的表示権者による侵害禁止

および予防請求、損害賠償請求

・商標権者による侵害禁止請求、

損害賠償請求、法定損害賠償請

求、信用回復請求、不当利得返還

87 商標法第 33 条第 1項第 4号 

顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみからなる商標 
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(農水産物品質管理法第 36 条 1

項、第 37 条) 

・不正競争行為禁止または予防請

求権、損害賠償請求、信用回復

請求、違反行為の是正勧告およ

び意見聴取(不正競争防止法第 4

条～8条) 

・通関保留、誘致(関税法第235条)

請求(商標法第107条、108条2項、

109条、第111条、第113条、民法第

741条) 

(10) 費用、保護期間等  ※1 区分基準

(http://www.patent.go.kr) 

・電子出願 

62,000 ウォン＋指定商品加

算金 

・書面出願 

72,000 ウォン＋指定商品加

算金 

・商標設定登録料 

211,000ウォン(分割納付可能) 

(11) 申請先 農林畜産食品部長官(農林畜産食品

部)、海洋水産部長官(海洋水産

部)(農水産物品質管理法第32条) 

特許庁長(特許庁) 

(商標法第36条1項本文) 

(12) その他の特記すべき事項 ・地理的表示登録制度導入：

1999 年 7 月 1 日(農水産物品

質管理法) 

・自由貿易協定により保護する地理

的表示の使用禁止：2011年7月1日

(不正競争防止法第3条の2) 

・地理的表示、地理的表示団体

標章：2005 年 7 月 1 日施行改

正法で導入 

・地理的表示証明標章：2012年3月15

日施行改正法で導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上 
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1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等 

 項目 条文・規定等 

1 
証明商標の

定義 

第61条 「証明標章」 

(1）証明標章とは，次の商品又はサービス，すなわち， 

(a)業として取り扱われる又は提供されるもの，及び 

(b)原産地，材料，商品の製造方法又はサービスの履行方法，

品質，精度その他の特徴に関して証明標章の所有者が証明し

たものを， 

業として取り扱われ又は提供されたがかく証明されていな

いその他の商品又はサービスと区別するために用いる又は

用いることを意図する標章を意味する。 

2 

証明商標の

保護対象に

関する特別

な規定 

附則2 パラグラフ3(1) 「原産地表示」 

3.(1)第7条(1)(c)に拘らず，商品又はサービスの原産地を指

定するために取引で使用する標識又は表示で構成される証

明標章は，登録することができる。 

3 
出願人の主

体要件 

附則2 パラグラフ4 「標章所有者の事業の性質」 

4.証明標章は，その所有者が証明された種類の商品又はサー

ビスの供給に関わる事業を営んでいる場合は，登録されな

い。 

 

附則2 パラグラフ7(1)(b) 「規約の承認等」 

7.(1)証明標章は，次の場合でなければ登録されない。 

(b)出願人が標章が登録される商品又はサービスを証明する

能力を有すること 

 

商標ワークマニュアル第16章第6節 

証明商標は、権利者がその証明を受けた種類の商品または

役務の提供を含む事業に従事している場合には、登録されな

いものとする（商標法附則2第4パラグラフ）。換言すれば、出

願人は、自身が証明を行っている対象と同じ商品または役務

を提供してはならない。 

証明商標の権利者は、当該商標の付された商品または役務

が満たさなければならない基準を設定し、規制する責任を負

う。したがって、出願人は、この責任を効果的かつ恒常的に

履行するために、当該商標の付された商品および役務の提供

を行ってはならない。 

したがって、審査官は、権利者の検索を行い、出願人が同

一の商品または役務に関して「通常の」商標を有している場

合（当該商標が同一であるか、類似しているか、異なってい

るかは問わない）には、商標法附則 2 のパラグラフ 4 に基づ

き拒絶理由を通知しなければならない。出願人が「通常の」

商標を有しているという事実は、この者がこれらの商品およ

び役務に関する取引を行っているという一見明白な証拠で

ある。 
この拒絶理由については、出願人が「通常の」商標を撤回も

しくは放棄するか、当該商品または役務の取引を行っていな

いことを示す証拠（たとえば会社の定款書類、会社の事業案

内）を提出するか、または証明を受けた商品または役務を含

む事業に従事していないことを書面で確証するかした場合

には、克服できる。 
ただし、上記の立証が誤りであることが判明する場合、又

は出願人が当該商品または役務に関する取引を開始したた

めに上記の立証が誤りとなった場合には、（第三者からの出

願により）取消理由や無効理由が存在することになる。 
 

4 

出願時に必

要な 

提出書類 

附則2 パラグラフ6(1) 「証明標章の使用を規制する規約」 
6.(1)証明標章の登録出願人は，標章の使用を規制する規約を

登録官に提出しなければならない。 
 
附則2 パラグラフ7 「規約の承認等」 
7.(1)証明標章は，次の場合でなければ登録されない。 
(a)標章の使用を規制する規約が， 
(i)6.(2)及び規則が課す更なる要件を満たすこと，かつ 
(ii)公序良俗又は容認された道徳倫理に反さないこと，並びに

(b)出願人が標章が登録される商品又はサービスを証明する

能力を有すること 

(2)証明標章の登録出願日後，所定の期間の末日前に，出願人

は規約を登録官に提出し，所定の手数料を納付しなければな

らない。 
(3)出願人が(2)を遵守しない場合は，出願は取り下げられたと

みなされる。 
 
商標規則 規則63 規約の提出 
団体標章又は証明標章の登録出願日から9月以内に，出願人

は次を登録官に提出する。 
(a) 様式TM10，及び 
(b) 標章の使用を規制する規約の写し 
 

5

使用規則に

記載すべき

項目 

附則 2 パラグラフ 6(2) 

(2)規約には，標章の使用を許可された者，標章によって証明

される特徴，証明する団体がその特徴を試験し，標章の使用

を監督する方法，標章の使用に関連して納付すべき手数料(も
しあれば)，及び紛争解決手続を示さなければならない。 
 
商標ワークマニュアル第16章第9節 
9.2 規約の内容 
商標法附則2のパラグラフ6(2)は、規約において要求される内

容を定めている。すなわち、 
• 標章の使用を許可された者 
• 標章によって証明される特徴。 
• 証明する団体がその特徴を試験し、標章の使用を監督する

方法。 
• 標章の使用に関連して納付すべき手数料（もしあれば）。

および、 
• 紛争解決手続。 
 

6

出願の審査

(1) 概要

（原則） 

通常商標と同じ 
 
第12条 「出願審査」 
(1)登録官は，商標登録出願が本法の要件(本法に基づき制定

された規則が課す要件を含む)を満たすか否かを審査する。 
(2)(1)の適用上，登録官は，必要と認める範囲まで先の商標の

調査を実施することができる。 
(3)登録要件が満たされていないと登録官が認める場合，又

は，要件を満たすために追加の情報又は証拠が必要とされる

場合は，登録官は，出願人に知らせ，定めることができる期

間内に，意見陳述する又は出願を補正する若しくは追加又は

その他の情報又は証拠を提出する機会を与える。 
(4)出願人が(3)にいう期間内に応答したものの，当該要件が満

たされていることを登録官に納得させることができなかっ

た若しくは要件を満たすように出願を補正しなかった，若し

くは追加の情報又は証拠を提出しなかった場合，又は所定の

期間の末日前に応答しなかった場合は，登録官は，出願を拒

絶することができる。 
(4A)出願人が(3)にいう時間内に応答しなかった場合は，出願

は取下げられたとみなされる。 
(5)登録要件を満たしていると登録官が認める場合は，登録官

は，出願を認容する。 
 

7

出願の審査

(2) 使用

規則の内容

について審

査・品質に

関する審査

附則2 パラグラフ8(1)-(4) 

8.(1)登録官は，7.(1)に記載する要件が満たされているか否

かを検討する。 

(2)これらの要件が満たされていないと登録官が認める場合

は，出願人に通知し，登録官が定める期間内に意見陳述する

か，補正した規約を提出する機会を与える。 

(3)出願人が所定の期間内に応答したものの，これらの要件

が満たされていることを登録官に納得させることができな

かった場合，又はこれらの要件を満たすように補正した規約

を提出しなかった場合は，登録官は，出願を拒絶することが

できる。 

(3A)出願人が所定の期間内に応答しなかった場合は，出願は

取り下げられたとみなされる。 

(4)これらの要件及び他の登録要件が満たされていると登録

官が認める場合は，出願を認容し，第13条に従って手続を進

める。 

 

商標ワークマニュアル第16章第9節 

9.1 規約の要件 

証明商標の登録を申請する出願人は、出願日から9か月以内

に、当該証明商標の使用に関する規約の写しを登録官に提出

しなければならない（商標規則第63条）。提出しない場合、出

願は取り下げられたものとみなされる（商標法附則2のパラ

グラフ7(3)）。 

出願人は、規約をまとめるために出願日から9か月よりも

長い期間が必要である場合、期間の延長を申請することがで

きる。商標法に基づくあらゆる期間延長と同様に、当該期間

延長の申請は、様式CM5に必要料金（もしあれば）を添えて行

われる。請求には、なぜ期間延長が必要であるかを説明した

適切な理由書を添付しなければならない（必要な場合であれ

ば）。 

参照の容易性と明確性のため、規約は、必要な情報を記載

した一個の書類にまとめられることが望ましい（後述）。出願

人は、規約に対する付属書および規約内の相互参照書として

の補足書類を添付することができるが、これらの書類それ自
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体は規約を構成することができない。 

9.2 規約の内容 

商標法附則2のパラグラフ6(2)は、規約において要求され

る内容を定めている。すなわち、 

•標章の使用を許可された者 

•標章によって証明される特徴。 

•証明する団体がその特徴を試験し、標章の使用を監督す

る方法。 

•標章の使用に関連して納付すべき手数料（もしあれば）。

および、 

•紛争解決手続。 

 

付録Aは、規約が 低限規定しなければならない事柄につい

ての詳細を記載している。 

ここで、登録官が、規約について審査する際に、当該規約が

公共の政策または道徳に反するものではないことを確保す

る役目を果たすという点に留意するべきである（商標法附則

2のパラグラフ7(1)(a)(ii)）。 

 

9.3 「規約の補正」 

出願人の提出した規約が法の定める要件を満たしていな

い場合、審査官は出願人に通知をし、一定期間内に表明を行

うかまたは補正した規約を提出するための機会を出願人に

与える。 

出願人が一定期間内に回答を行ったものの、上記要件が満

たされていることについて審査官に確信させることができ

なかった場合、または上記要件を満たすように補正した規約

を提出できなかった場合には、審査官は当該出願を拒絶する

ことができる（商標法附則2のパラグラフ8(2)(3)）。 

出願人が一定期間内に回答できなかった場合、当該出願は

取下げられたものとみなされる（商標法附則2のパラグラフ

8(3A)）。 

補正した規約の提出は、様式TM10により、必要料金を添えて

行わなければならない。様式TM10には、補正箇所を赤で示し

た補正した規約の写しを添付しなければならない（商標規則

第64条）。 

8 

登録要件 

(1) 主体

的要件 

附則2 パラグラフ4 「標章所有者の事業の性質」 
4.証明標章は，その所有者が証明された種類の商品又はサー

ビスの供給に関わる事業を営んでいる場合は，登録されな

い。 
 
附則2 パラグラフ 7(1)(b) 「規約の承認等」 
7.(1)証明標章は，次の場合でなければ登録されない。 
(b)出願人が標章が登録される商品又はサービスを証明する

能力を有すること 

9 

登録要件 

(2) 使用

規則 

附則2 パラグラフ7(1)(a) 「規約の承認等」 
7.(1)証明標章は，次の場合でなければ登録されない。 
(a)標章の使用を規制する規約が， 
(i)6.(2)及び規則が課す更なる要件を満たすこと，かつ 
(ii)公序良俗又は容認された道徳倫理に反さないこと， 

10 

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的

拒絶理由 

第7条 「登録拒絶の絶対的理由」 

(1)次のものは登録されない。 

(a)第2条(1)の商標の定義を満たさない標章 

(b)識別性のある特徴を欠く商標 

(c)取引において種類，品質，数量，用途，価格，原産地，商

品の製造若しくはサービスの提供の時期又は商品若しくは

サービスのその他の特徴を指定することができる標章又は

表示で専ら構成される商標，及び 

(d)現行の言語において又は誠実かつ確立した取引の慣行に

おいて慣例となった標章又は表示で専ら構成される商標 

（商標ワークマニュアル第4章参照） 

(b) 絶対的

拒絶理由の

例外（使用

等による識

別性の獲得

等） 

第7条 「登録拒絶の絶対的理由」 

(2)登録出願日前に，なされた使用の結果，識別性のある特徴

を実際に取得した場合は，商標は(1)(b)，(c)又は(d)により

登録を拒絶されることはない。 

（商標ワークマニュアル第6章参照） 

(c) 地理的

表示を含む

商標につい

ての特別な

拒絶理由 

第7条 「登録拒絶の絶対的理由」 
(1)次のものは登録されない。 
(c)取引において種類，品質，数量，用途，価格，原産地，商

品の製造若しくはサービスの提供の時期又は商品若しくは

サービスのその他の特徴を指定することができる標章又は

表示で専ら構成される商標， 
（商標ワークマニュアル第5章参照） 

(d) 地理的

表示を含む

商標につい

ての特別な

拒絶理由

(c)の例外 

附則2 パラグラフ 3(1) 
3.(1)第7条(1)(c)に拘らず，商品又はサービスの原産地を指

定するために取引で使用する標識又は表示で構成される証

明標章は，登録することができる。 

（商標ワークマニュアル第16章第3条 4.2、4.3項参照） 
 

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商

標の 

識別性に関

附則2 パラグラフ 2 「証明標章を構成する標識」 
2.証明標章に関し，第2条(1)の「商標」の定義における，ある

者が業として取り扱う又は提供する商品又はサービスと，そ

する規定 の他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスと

を区別することは，業として取り扱う又は提供する商品又は

サービスで第61条(1)(b)にいう方法で証明されたものと，かく

証明されていないものとを区別することと解釈する。 
（商標ワークマニュアル第16章第3条 4.1、4.2項参照） 

(b) 証明商

標に特有の

拒絶理由 

附則2 パラグラフ5  「標章は特徴又は意味に関して誤認を

生じてはならないこと」 
5.(1)証明標章は，公衆が標章の特徴又は意味に関して誤認

する虞のある場合は，特に証明標章以外の何物かとみなされ

る虞のある場合は，登録されない。 

(2)登録官は従って，登録出願がなされている標章には，証明

標章である旨の表示を含むよう要求することができる。 

(3)第14条(3)に拘らず，当該要求を満たすように出願を補正

することができる。 

 

附則2 パラグラフ 15  「登録取消の理由」 
15.第22条に定める取消理由とは別に，証明標章の登録は，次

を理由に取り消すことができる。 
(a)所有者が4.に記載したような事業の営業を開始したこと 
(b)所有者が標章を使用する方法が，5.(1)にいう方法で公衆を

誤認させる虞を生じさせたこと 
(c)所有者が標章の使用を規制する規約を遵守しなかった若

しくはその遵守を保証しなかったこと 
(d)規約の補正がなされ，規約が， 
(i)6.(2)及び規則により課された更なる条件に合致しなくなっ

たこと，若しくは 
(ii)公序良俗若しくは道徳に反するようになったこと，又は 
(e)所有者が，標章が登録される商品若しくはサービスを証明

する能力がなくなったこと 
 
附則2 パラグラフ 16  「登録無効の理由」 
16.第23条に定める無効理由とは別に，証明標章の登録は，標

章が4.，5.(1)又は7.(1)の規定に違反して登録されたという理

由で，無効を宣言することができる。 
(c) 証明商

標に特有の

拒絶理由

(b)の例外

規定なし 

(d)その他

の特則 

附則2 パラグラフ 9  
9.規約は公告し，出願に異議申立をすることができるその他

の理由に加えて，7.(1)に記載する事項に関して異議申立をな

すことができる。 
 
附則2 パラグラフ 10  「規約は閲覧に供すること」 
10.登録された証明標章の使用を規制する規約は，登録簿と同

一の方法で公衆の閲覧に供する｡ 
（商標ワークマニュアル第16章第9条参照） 

11
使用規則の

公開 

附則2 パラグラフ 9  
9.規約は公告し，出願に異議申立をすることができるその他

の理由に加えて，7.(1)に記載する事項に関して異議申立をな

すことができる。 
 
附則2 パラグラフ 10  「規約は閲覧に供すること」 
10.登録された証明標章の使用を規制する規約は，登録簿と同

一の方法で公衆の閲覧に供する｡ 

12

審査におけ

る使用規則

等について

の関係省庁

への照会 

規定なし 

13 権利の効力

通常商標と同じ。第26条及び第61条 
 
第26条 登録商標によって付与される権利 
(1)登録商標の所有者は，その商標が登録された商品又はサー

ビスに関連して，次の排他権を有する。 
(a)その商標を使用すること，及び 
(b)他の者にその商標の使用を許諾すること 
(2)所有者は，自己の商標の侵害について，本法に基づく救済

を得る権利を有する。 
(3)登録商標の侵害となる行為は第27条に規定し，本法におい

て登録商標の侵害というときは，相応に解釈する。 
(4)権利は，商標登録日より所有者に発生するが， 
(a)如何なる侵害訴訟手続も，当該商標が実際に登録された日

前に開始することはできない。及び 
(b)第46条，第47条，第48条又は第49条に基づく如何なる違反

も，商標が実際に登録された日前になされた事柄によっては

成立しない。 
(5)商標が，権利の部分放棄又は制限に従うことを条件として

登録される場合は，所有者の権利は，その権利の部分放棄又

は制限によって制限される。 
 
第61条 「証明標章」 
(2)本法の規定は，附則2の規定に従うことを条件として，証

明標章に適用される。 

14

許諾によりマ

ークを使用

する者は使

用権者であ

るか。 

必ずしも同じように扱われるわけではない。商標の使用権者

の権利と、許諾により証明商標を使用する者の権利との間に

は一定の違いがある。たとえば、侵害された場合である。下

の問15への回答を参照されたい。 
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法定の実施権

が規定され

ているか。 

商標法には法定の実施権の定めはない。 

15 

許諾により

マークを使

用する者が

損害賠償訴

訟を提起で

きるか。 

そのようなことはできない。商標法附則2のパラグラフ13に

規定されているように、許諾により証明商標を使用する者

は、侵害については限定された権利しか有さない。同パラグ

ラフは、許諾により証明商標を使用する者に対しては商標法

第44条（侵害訴訟手続における通常の商標の使用権者の権利

に関する条文）の適用を認めてはいない。 

 

附則2 パラグラフ13 「侵害：許可を受けた使用者の権利」

13.次の規定は，商標使用権者に関してと同様に，登録証明標

章の許可を受けた使用者に関して適用される。 

(a)第27条(5) 

(b)第82条 

16 

権利者が提

起した損損

害賠償訴訟

において、

許諾により

マークを使

用者する者

の損害が勘

案される

か。 

勘案される。このことは、商標法附則2のパラグラフ14に規定

されている。 
 
附則2 パラグラフ14 
14.登録証明標章の所有者が提起した侵害訴訟手続において，

許可を受けた使用者が被る又は被る虞のある損害は考慮さ

れるものとし，裁判所は原告が当該使用者の代わりに金銭的

救済の収益を保有する範囲まで，適切と認める指示を与える

ことができる。 

17 

通常使用権

者と許諾に

よるマーク

を使用する

者の権利と

の間に相違

があるか。 

相違はある。上の問15に対する回答の中でも述べたように、

侵害訴訟手続に関する、許諾により証明商標を使用する者の

権利は、通常の商標の使用権者のそれに比べてはるかに限定

されたものである。 
法定の権利とは別に、使用権者は、自身と商標権者との間の

ライセンス契約の個別の条件に従って、もっと広範な権利を

享受することができる。 

18 

第三者の正

当な使用に

対する調整

規定 

第28条 侵害とならない行為 
(1)第27条に拘らず，次の場合は，登録商標の侵害にはならな

い。 
(b)自己が次を示すために標章を用いる場合，すなわち， 
(i)商品若しくはサービスの種類，品質，数量，用途，価格，

原産地若しくはその他の性質，又は 
(ii)商品の製造時期若しくはサービスの提供時期， 
 
附則2 パラグラフ3(2) 原産地表示 
(2)ただし，当該標章の所有者は，(特に，地名を使用する権

利を有する者による)工業又は商業上の事項における誠実な

慣行に基づいて標章又は表示を使用することを禁じる権利

を有さない。 

19 

商標権者自

身の使用の

可否 

使用することはできる。ただし、商品または役務について証

明するためだけである。証明を受けた種類の商品または役務

の提供を含む事業に従事することはできない。 
 
附則2 パラグラフ 4  標章所有者の事業の性質 
4.証明標章は，その所有者が証明された種類の商品又はサー

ビスの供給に関わる事業を営んでいる場合は，登録されな

い。 

20 

商標権者の

管理義務違

反への制

裁、取り消

し事由 

附則2 パラグラフ 15   登録取消の理由 
15.第22条に定める取消理由とは別に，証明標章の登録は，次

を理由に取り消すことができる。 
(a)所有者が4.に記載したような事業の営業を開始したこと 
(b)所有者が標章を使用する方法が，5.(1)にいう方法で公衆を

誤認させる虞を生じさせたこと 
(c)所有者が標章の使用を規制する規約を遵守しなかった若

しくはその遵守を保証しなかったこと 
(d)規約の補正がなされ，規約が， 
(i)6.(2)及び規則により課された更なる条件に合致しなくなっ

たこと，若しくは 
(ii)公序良俗若しくは道徳に反するようになったこと，又は 
(e)所有者が，標章が登録される商品若しくはサービスを証明

する能力がなくなったこと 

21 

許諾による

マークを使

用する者の

使用によっ

て、登録商

標の不使用

取消しを免

れるか。 

許諾によりマークを使用する者が証明商標を使用している

場合には、マークの権利者が、当該証明商標によって当該商

品または役務を証明しているということだと推定される。そ

の場合には、「不使用」取消事由には該当しない。 

22 

出願料・登

録料・更新

料 

証明商標の料金は、通常の商標の料金と同じである。 
 
オンラインによる証明商標の登録出願料は、各区分につき

341シンガポールドルである。窓口による証明商標の登録出

願は、各区分につき374シンガポールドルである。 
 
登録更新：オンライン更新は、各区分につき250シンガポール

ドル。窓口による更新は、各区分につき270シンガポールド

ル。 
 
保護期間経過後の登録更新：オンライン更新は、各区分につ

き370シンガポールドル。窓口による更新は、各区分につき

370シンガポールドルおよび該当する役所のサービス手数

料。 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答: 商標法附則2に規定された、証明商標に関する特別なルールを別に

すれば、登録された証明商標は、通常の登録商標として保護される。この

ことは、商標法第61条(2)に明記されている。（第61条 証明標章 (2)本法の

規定は，附則2の規定に従うことを条件として，証明標章に適用される。） 

 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標

制度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょ

うか。違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてくださ

い。 

 

回答:違いはない 

 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼ら

れて使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するもので

あるか。 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42

類には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材

料検査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び

「Water analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利

者（認証機関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付し

て使用する商品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答: 通常の登録商標と同様、登録された証明商標の権利者は、その商

標の登録において関連区分について指定されている商品または役務に関

し、権利を保有する。 

 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性

を認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識

別性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明

がされていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性

を生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくだ

さい。） 

 

回答: 「特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、

「識別性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、

証明がされていない商品・役務との関係で識別できると考える。」が事実

と合致して正しい。 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認

証・証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マ

ーク」を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはど

のような考え方によるものでしょうか。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識

別性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)

のように、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識

別されているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認

定しているのであれば、その内容を記載してください。 

 

回答: 地理的出所の表示のみからなるマークは、商標法第7条(1)(c)によ

り、登録を拒絶される。同条文は、「登録の絶対的拒絶理由」について定

めている。あらゆる商標の登録出願について適用される、商標の識別性

に関する要件を満たすことができるならば、品質表示を表す文字のみか

らなるマークは登録可能である。 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」

について、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例

ずつ例示してください。 
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回答: 上述のように、地名の文字のみからなる認証・証明マークは、登

録を拒絶される。審査官の審査によって拒絶されたマークは、公開され

ない。 

 

シンガポールの商標登録簿に登録されている、品質表示に関する認証・

証明マークの実例を数例紹介する。 

 

標章番号 標章（Mark） 区分、商品/役務 
T1202657H 

 

29：肉、魚、鶏肉、獣肉；肉

エキス；保存、冷凍、乾燥お

よび調理された果物ならび

に野菜；ゼリー、ジャム；コ

ンポート；卵；乳および乳製

品；食用油脂；第29類に含ま

れるもの全て。 
 
30：コーヒー、茶、ココアお

よび代用コーヒー；米；タピ

オカおよびサゴ；小麦粉およ

び穀類調理食品：パン、パン

菓子および糖菓；アイスクリ

ーム；砂糖、蜂蜜、糖蜜；イ

ースト、ベーキングパウダ

ー；食塩；マスタード；酢、

ソース（調味料）；香辛料；氷

菓；第30類に含まれるもの全

て。 
 
31:穀類ならびに農業、園芸

および林業生産物で他の類

に含まれないもの；生鮮果物

および野菜；種子；動物の飼

料；モルト；第31類に含まれ

るもの全て。 
 
32.ミネラルウォーターおよ

び炭酸水、その他ノンアルコ

ール飲料；果実飲料および果

汁；シロップおよびその他の

飲料原料；第32類に含まれる

もの全て。 

T0609425G 

 

31:ぶどう、生鮮物。 

T0900425I 

 

35：小売サービス；卸売サー

ビス；商業目的または宣伝目

的の展示および見本市の組

織；宣伝；競売；商品デモ；

広告物の配布；サンプルの配

布；ショーウインドーの装

飾；経営マネジメント；経営

管理；上記サービスの全てに

関係した経営上および商業

上の情報の提供。 
36：金融サービス；銀行サー

ビス；クレジットカードおよ

びチャージカード；デビット

カードおよびディスカウン

トカードサービス；為替換算

サービス；資金振替サービ

ス；トラベラーズチェックの

発行、認証および払戻し；前

払式証票の発行；アンティー

ク、美術品、宝石類およびそ

の他の貴重品の鑑定：保証プ

ログラムサービス；上記サー

ビスの全てに関係した情報

の提供 
37：宝石類、時計および腕時

計の修理。 
39：バス、自動車、タクシー、

長距離バス、フェリー、ボー

ト、鉄道および航空輸送サー

ビス；旅客輸送；ツアーおよ

びクルーズの手配；旅客席の

予約；自動車レンタル；運転

代行；旅行者の添乗；花の配

達；商品配達；貨物運送［商

品の輸送］；商品の梱包；輸送

の予約；旅行の予約；観光［ツ

ーリズム］；上記サービスの

全てに関係した情報の提供。
 

40：商品のカスタム製造；洋

裁；服の仕立て；製靴；写真

フィルムの現像およびプリ

ント；上記サービスの全てに

関係した情報の提供。 
 
41：エンターテインメント、

アミューズメントパーク、テ

ーマパーク；映画サービス；

クラブサービス［エンターテ

インメント］；ディスコサー

ビス；興行サービス；健康ク

ラブサービス；ライブパフォ

ーマンスの上演；美術館施設

の提供［上演、展示］；美術館

サービス；音楽ホール；ナイ

トクラブ；オーケストラサー

ビス；大舞踏会の組織；コン

サート、会議、セミナー、大

会、シンポジウムの手配およ

び運営；コンペティションの

組織［スポーツ、教育または

エンターテインメント］；文

化、教育またはエンターテイ

ンメント目的の展示の組織；

パーティーのプラニング［エ

ンターテインメント］；写真

撮影；カラオケサービスの提

供；スポーツ施設の提供；リ

クリエーション施設の提供；

チケット販売取次サービス

［エンターテインメント］；

動物園；ツーリズム関係の書

籍および図書の出版（広告用

の図書以外）；上記サービス

の全てに関係した情報の提

供。 
 
43：一時的宿泊施設のレン

タル；一時的宿泊施設の予

約；合宿所；合宿所の予

約；ホリデーキャンプサー

ビス［宿泊］；キャンプ場施

設の提供；民宿；ホテル予

約；ホテル；モーテル；会

議室のレンタル；バーサー

ビス；カフェ；カフェテリ

ア；社員食堂；飲食物のケ

ータリング；レストラン；

セルフサービスのレストラ

ン；スナックバー；上記サ

ービスの全てに関係した情

報の提供。 
 
44：鍼治療；アロマテラピー

サービス；ビューティーサロ

ン；ビューティーセラピーサ

ービス；エステサービス；診

療所；歯医者；美容院；ヘア

サロン；発毛サロン；ヘルス

ケアサービス；ヘルススパサ

ービス；病院；マニキュア；

マッサージ；検眼サービス；

サウナサービス；スリムサロ

ンサービス；タトゥー；サウ

ナ風呂；上記サービスの全て

に関係した情報の提供。 

 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判

断するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にあります

か？ある場合、その内容を教えてください。また、証明商標特有の識別

性の考え方に起因して拒絶理由通知を受けた場合、出願人が取る対応と

して、どのようなものがあるでしょうか。 

 

回答: 該当なし。 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によって

も、「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれら

の識別性の要件に違いがあるか。 

 

回答: そのような違いはない。 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 
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上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証

明マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてくださ

い。（判例１件につき 大 800 語程度） 

回答: そのような事例はない。 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

地理的表示法（1998年） 

 

国会が2014年4月14日に地理的表示法を

通過させ、これが施行されれば従前の

1998年地理的表示法に取って代わると

いうことに留意されたい。現時点では、

新法はまだ施行されていない。 

天然物、農産物、手工芸品、

工業製品 

 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手

工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答:別添1の表を参照。 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

回答: 商品または役務の地理的出所を表示した証明商標は、登録される

と、商標として保護される。しかし、地理的表示法においては、地理的表

示が保護されるためには、登録を要しない。したがって、証明商標（地理

的表示に関するもの）の権利者は、保護を受けるためには商標法による

必要があるのに対し、地理的表示（登録されていない）の権利者は、地理

的表示法による保護を受けることができる。 

 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答：地理的表示を商標として登録する場合、証明商標の一種として取り

扱われることになる。商標法において、商標としての地理的表示の権利の

効力と登録要件は、証明商標のそれと同一である。 

 

附則2 パラグラフ3(1) 「原産地表示」 

3.(1)第7条(1)(c)に拘らず，商品又はサービスの原産地を指定するために

取引で使用する標識又は表示で構成される証明標章は，登録すること

ができる。 

(2)ただし，当該標章の所有者は，(特に，地名を使用する権利を有する者

による)工業又は商業上の事項における誠実な慣行に基づいて標章又

は表示を使用することを禁じる権利を有さない。 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

(2) 登録後（効力等） 

(3) その他 

 

回答：現在、地理的表示法において、地理的表示の保護は、登録によるこ

となく行われる。地理的表示法第12条は、同法による保護は、商標法また

は詐称通用（パッシングオフ）に関する法に基づく保護に対して影響を及

ぼすものではないと明記している。 
 
地理的表示法第12条「他の法律に基づく権利には影響がないこと」 
12. 本法のいかなる規定も、商標法（法律集第332章）または詐称通用に関

する法に基づく保護に対して影響を及ぼすものではない。 
 

 

3. その他 

 

(1) 証明商標の所有者は当該商標を使用しないことを前提としたうえで、

証明商標の使用者を”authorized user”と、商標の通常使用権者”を

licensee”と、文言を使い分けるようになっている、理解しています。上

記を前提として、下記について、教えてください。 

 

① 証明商標の権利者と使用者の一致及び不一致（権利者による使用を認

めるか否か）について、貴国における考え方（背景・趣旨）の変遷につい

て、教えてください。 

 

回答：考え方は変化していない。証明商標の権利者は、当該マークによっ

て証明されている商品または役務に関して当該マークを使用することは

できない。 

 

② 証明商標の使用者を”authorized user”として、商標の通常使用権者”

licensee”と文言を使い分けている背景、趣旨の変遷について教えてくだ

さい。 

 

回答：商標の使用に関する使用権者の権利と義務は、通常、実施許諾者と

使用権者との間のライセンス契約の中に明記される。しかし、許諾により

マークを使用する者による証明商標の使用については、許諾によりマーク

を使用する者（通常は、多数の許諾によりマークを使用する者のうちの１

名である）が当該証明商標の使用を認められると、証明商標の権利者は、

許諾によりマークを使用する者が商品と役務に対して証明商標を具体的

にどのようなかたちで適用するかについて、コントロールや監督はほとん

どできなくなる。 

 

③ 貴国に現在の態様での証明商標制度が導入された契機・理由について

教えて下さい。 

 

回答：証明商標は、出所、材料、品質、商品の製造方法またはサービスの

提供方法といった商品またはサービスの一定の特徴について、当該マーク

の権利者によって証明されている商品または役務を、証明されていない商

品または役務から区別するために用いられる商標の一種であり、商標法に

おいて規定されている。シンガポールの商標法は、英国の商標法に厳密に

倣って策定されている。 

以上 
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表 3.〔シンガポール〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 

地理的表示保護制度 
商標法/知的財産法 

証明商標制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

自然もしくは農業の生産物、または手

工業もしくは工業の生産物 

あらゆる商品および役務（法律による制限

はない） 

(2) 保護対象となり得る名称

（どのような標章について保護

され得るか、対象となる標章に

限定があるか（例:地名のみか

らなる文字標章は保護され得る

か）、一般名称の取り扱いに関

する規定の有無及びその内容）

現在、地理的表示法においては、地理

的表示が保護を受けるために、登録は

不要である。 
 

ある場所を出所とするものとして、商

品を識別するために取引で用いられる

表示である地理的表示は、以下の要件

を満たす場合に、地理的表示法による

保護を受けることができる。 
(a) 当該場所が、（地理的表示の根拠と

なる）適格国、または適格国において

適格な地域もしくは場所であること。

「適格国」とは、WTO に加盟している

か、パリ条約に加盟しているか、また

は大臣によって適格国として指定され

ているその他の国または地域を指す。

および、 
(b) 商品の所与の品質、名声または他の

特徴が、本質的に、当該土地に帰する

ことのできるものであること。 

証明商標は、「商標」の定義を満たさねば

ならず、かつ、商標法第 2条(1)および第 7

条に基づく商標の識別性の要件も満たす必

要がある。地名だけを表示した文字のみか

らなるマークは、登録することができな

い。 

(3) 登録主体の要件（法人格の

有無、個人・政府機関の可否、

機関に対する公的機関・第三者

機関による認証の要否等） 

該当なし 証明商標の権利者は、自身が証明を行う対

象となる商品または役務を提供する事業に

従事してはならない。 

(4) 主な登録要件（識別性の考

え方（周知性が必要か、生産地

との関係が必要か） 

該当なし 証明商標に関する上の回答を参照された

い。 

(5) 使用方法に関する規定・制

限があるか（表示義務等） 

地理的表示において表示されている土

地を出所としない商品について、公衆が

それを商品の地理的原産地と誤解する

ようなやり方で地理的表示を使用する

ことは禁じられている。 
パリ条約第 10 条の 2 にいう不正競争行

為を構成するような地理的表示の使用

も禁じられている。 
ワインおよび蒸留酒に関する地理的表

示については、さらなるレベルの保護が

なされる。たとえワインもしくは蒸留酒

の真の原産地が地理的表示とともに使

用されている場合や、地理的表示が「類」

「種類」「風」「模倣」またはこれに類

似した語や表現を伴っている場合であ

っても、地理的表示において表示されて

いる土地を原産地としないワインまた

は蒸留酒について地理的表示を使用す

ることは禁止されている。 

証明商標の使用に関する規約を定めるとい

う規制要件、および、証明商標の権利者が、

許諾によりマークを使用する者が使用に関

する規約を遵守する（規約違反は、証明商

標の取消事由となる）のを確保する必要が

あることについての、証明商標に関する上

の回答を参照されたい。 

(6) 品質管理に関する規定

（品質管理規定の要否、規

定の審査の有無、行政機関

なし 品質管理に関する規定はある。証明商標の

使用に関する規約の要件についての上の回

答を参照されたい。 

による実施体制チェックの

有無等） 

(7) 効力 地理的表示法第 3 条は、地理的表示によ

って識別された商品について利害関係を

有する者は、同法により禁止された行為

（上の回答(5)で説明した）を行う者に対

し、訴訟を提起することができる。 

証明商標は、登録されると、通常の商標と

同一の効力を有する。 

(8) 効力範囲（対象となる

商品・サービス等の範囲、

効力が及ばない範囲の規定

等） 

利害関係人は地理的表示法第 3 条に基づ

いて訴訟を提起する権利を有するが、そ

れは以下については及ばない。 
(a) 公共の政策または道徳に反する地理

的表示の使用。 
(b) 原産地の国もしくは地域において保

護されていないもしくは保護されなくな

った、または当該国もしくは地域におい

て使用されなくなった地理的表示の使

用。または、 
(c) シンガポールにおいて商品または役

務の一般名称となった商品または役務に

関する地理的表示の使用。 

証明商標が登録可能な対象となる商品また

は役務に限定はない。登録されると、証明

商標は、通常の商標と同様に、登録におい

て特定された商品または役務について適用

される。 

(9) 他者の不正使用に対する規

制手段（行政機関による取締

り、権利者による請求等） 

利害関係人による他者に対する訴訟提起

に関する地理的表示法第 3 条 

商標法および詐称通用に関するコモンロー

に基づく権利行使の措置 

(10) 費用、保護期間等 該当なし 証明商標の料金は、通常の商標の料金と同

じである。 
 
オンラインによる証明商標の登録出願料

は、各区分につき341シンガポールドルであ

る。窓口による証明商標の登録出願は、各区

分につき374シンガポールドルである。 
 
登録更新：オンライン更新は、各区分につき

250シンガポールドル。窓口による更新は、

各区分につき270シンガポールドル。 
 
保護期間経過後の登録更新：オンライン更

新は、各区分につき 370 シンガポールドル。

窓口による更新は、各区分につき 370 シン

ガポールドルおよび該当する役所のサービ

ス手数料。 

(11) 申請先 該当なし シンガポール知的財産庁 

(12) その他の特記すべき

事項 

なし なし 

 

以上 
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海外質問票調査（証明商標）⑩ブラジル 
 
1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等（Law No. 9.279/96, IP Law ("LPI")） 

 項目 条文・規定等 

1 
証明商標の定

義 

第123条 
本法の適用上，次に掲げる定義が適用され

る。 
(I) 略 
(II) 証明標章：ある製品又はサービスが，品

質，特性，使用した原料及び方法等に関し，

一定の技術的基準又は規格と合致している

ことを証明するために使用される標章 
(III) 略 
 
商標マニュアル2.2も参照 

2 

証明商標の保

護対象に関す

る特別な規定 

規定なし 

3 
出願人の主体

要件 

第128条 
自然人，又は公法若しくは私法に基づく法人

は，標章登録出願をすることができる。 
(1)(2) 略 
(3) 証明標章については，証明の対象とする

製品又はサービスに直接の商業的又は工業

的利害関係を有していない法人に限り，その

登録出願をすることができる。 
(4) 略 

4 

出願時に必要

な 

提出書類 

第148条 
証明標章の登録出願には，次に掲げる事項を

記載しなければならない。 
(I) 証明の対象とする製品又はサービスの特

徴，及び 
(II) 標章所有者が採用する予定の管理措置 
補項 (I)及び(II)にいう書類を出願時に提出

しない場合は，60 日の期間内に提出しなけ

ればならない。提出がないときは，その出願

は 終的に却下される。 

5 

使用規則に 

記載すべき項

目 

ブラジルの産業財産法およびブラジル特許

商標庁は、使用規則において記載すべき項目

について規定していない。これは、出願人の

裁量の問題とされる。もっとも、出願人は、

証明の対象とする商品または役務の特徴、お

よび、登録者が採用する予定の管理措置につ

いて記載すべきである。 

6 

出願の審査 

(1) 概要（原

則） 

第158条 
出願が受理されたときには，その出願は公告

されるものとし，その後の60日の期間内に，

異議申立をすることができる。 
(1) 異議申立があったときは，出願人に通知

するものとし，出願人は60日の期間内に意見

書を提出することができる。 
(2) 第124条(XXIII)又は第126条を根拠とする

異議申立，行政上の無効手続及び司法上の無

効手続は，その提起日から60日以内に，本法

による登録出願が第124 条(XXIII)又は第126
条に基づくものであることを証明しない限

り，考慮されない。 
 
第159条 
異議申立期間が経過した後に，又は異議申立

があったときは意見書提出が認められた期

間の終了時に審査が行われるものとし，その

過程で要求が定められ，それに対する回答を

60日の期間内に提出することが求められる。

(1) 前記の要求についての回答が行われなか

ったときは，出願は， 終的に取り下げられ

たものとみなされる。 
(2) 回答が行われた場合は，要求が満たされ

ていないか又は要求の設定に反論がされて

いる場合であっても，審査は続行される。 

7

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容につい

て審査・品質

に関する審査 

第148条 
証明標章の登録出願には，次に掲げる事項を

記載しなければならない。 
(I) 証明の対象とする製品又はサービスの特

徴，及び 
(II) 標章所有者が採用する予定の管理措置 
補項 (I)及び(II)にいう書類を出願時に提出

しない場合は，60 日の期間内に提出しなけ

ればならない。提出がないときは，その出願

は 終的に却下される。 
 
第149条 
使用規約の変更については，すべての変更条

件を記載した正式の申請書をもって，INPIに
届け出なければならない。届け出がないとき

は，その変更は考慮されない。 
 
第150条 
団体標章及び証明標章を使用するためには

ライセンスを必要とせず，使用規約中に記載

されている使用許可をもって足りるものと

する。 
 
第154条 
過去に使用され，かつ，その登録が消滅させ

られた団体標章及び証明標章は，その登録の

消滅から5年が経過するまでは，第三者の名

義で登録を受けることができない。 
 
商標マニュアル5.15: 
「（前略）証明商標の出願人は、以下を含む書

類を提出しなければならない。 
- 証明の対象となる商品または役務の特徴。

商品または役務の種類、品質、性質、使用

材料、製造［方法］、またはサービスの提供

［方法］について、特に出願人が重要だと

考える事柄を説明すること。証明の対象と

なる商品又は役務について規定する特定

の法律、規則又は技術仕様がある場合に

は、製法に添付する必要がある。 
- 証明の対象となる商品または役務が基準

に一致していることを証明するために、商標

権者が用いる管理措置、ならびに、不適切な

商標の使用の場合の制裁。（後略）」 

8

登録要件 

(1) 主体的要

件 

3参照 

9
登録要件 

(2) 使用規則 
7参照 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒

絶理由 

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
(I) ブラジル，外国又は国際機関の公の盾，紋

章，メダル，旗章，記章，記念物，又はそれ

らの名称，図形若しくは模造 
(II) 単独の形での文字，数字及び日付。ただ

し，十分に識別的形状を具えているものを

除く。 
(III) 語句，形象又は図形その他の標識であっ

て，道徳若しくは品位の基準に反するか，又

は他人の名誉若しくは印象を害するか，又

は良心，信条，信仰の自由若しくは尊敬及び

崇拝に値する思想及び感情を損なうもの 
(IV) 公共の団体又は機関の名称又はイニシ
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ャルであって，当該団体又は機関それ自体

によって登録申請がされていないもの 
(V) 第三者に属する組織又は企業の名称に

係わる特徴的又は識別的要素の複製又は模

造であって，その識別的標識との誤認又は

混同を生じさせる虞があるもの 
(VI) 識別の対象とする製品又はサービスに

関連する，一般的な，必然的な，共通の，通

常の，若しくは単に説明的性格の標識，又は

製品若しくはサービスについて，その性質，

原産国，重量，価格，品質及び製品の生産若

しくはサービス提供の時期に係わる特徴を

示すために通常使用される標識。ただし，十

分に識別的形状を具えているものを除く。 
(VII) 単に宣伝手段としてのみ用いられる標

識又は文言 
(VIII) 色彩及びその名称。ただし，独特でか

つ識別的方法により配置又は結合されてい

るものを除く。 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる

虞があるその模造，又は地理的表示である

と誤認させる虞がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又はサービ

スに関し，その原産地，出所，性質，品質又

は用途について，虚偽の表示となる標識 
(XI) 何れかの種類又は性質の基準を保証す

るために正規に使用される公の印章の複製

又は模造 
(XII) 第154条の規定に従って第三者が団体

標章又は証明標章として登録している標識

の複製又は模造 
(XIII) 公の又は公に認められた運動，芸術，

文化，社会，政治，経済又は技術に係る行事

の名称，賞牌又は表象，及びその模造であっ

て，誤認を生じさせる虞があるもの。ただ

し，その行事を推進する管轄の機関又は団

体の許可を得ている場合を除く。 
(XIV) 連邦，州，連邦区，地方自治区，自治

体又は外国の権利書，保険証書，硬貨及び紙

幣の複製又は模造 
(XV) 第三者の個人名若しくはその署名，姓，

父称の名又は肖像。ただし，その所有者，相

続人又は承継人の同意を得ている場合を除

く。 
(XVI) 著名な雅号又は愛称，個人又は団体の

芸術上の名称。ただし，その所有者，相続人

又は承継人の同意を得ている場合を除く。 
(XVII) 文学，芸術又は科学の著作物，並びに

その題名であって，著作権によって保護さ

れており，かつ，混同又は関連の虞があるも

の。ただし，それに係わる著作者又は権利所

有者の承諾を得ている場合を除く。 
(XVIII) 識別対象とする製品又はサービスに

関連する産業，科学及び技術において使用

されている技術用語 
(XIX) 同一，類似又は同種の製品又はサービ

スを識別若しくは証明するために他人が登

録している標章の全部又は一部，更に付加

があればそれを含めて複製若しくは模造し

たものであって，他人の標章と混同又は関

連を生じさせる虞があるもの。 
(XX) 同一所有者が同一の製品又はサービス

に関して有する二重標章。ただし，同じ種類

の標章の場合，識別することができる形状

を具えているときを除く。 
(XXI) 製品若しくは包装に係わる必然的な，

共通の若しくは通常の形状，又は技術的効

果の観点から不可欠な形状 
(XXII) 他人の意匠登録によって保護されて

いる対象 
(XXIII) 出願人が事業活動上当然に知ってい

る筈の標章であり，かつ，ブラジル国内又は

ブラジルが条約を締結しているか若しくは

相互主義の待遇を保証している国に本拠又

は住所を有する者の所有に係わるものの全

部又は一部を模造し又は複製した標識。た

だし，この規定は，その標章が，同一，類似

又は同種の製品又はサービスを識別するた

めのものであり，前記他人の標章との間で

混同又は関連を生じさせる虞があることを

条件とする。 
 
商標マニュアル 5.9.も参照 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

ブラジル特許商標庁は、識別性の獲得という

ことを抗弁の主張として認めていない。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる

虞があるその模造，又は地理的表示である

と誤認させる虞がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又はサービ

スに関し，その原産地，出所，性質，品質又

は用途について，虚偽の表示となる標識 
 
商標マニュアル 5.11.9も参照。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

規定なし 

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の

識別性に関する

規定 

通常の商標と同じ条文が適用される。 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
 
(XII) 第154条の規定に従って第三者が団体

標章又は証明標章として登録している標識

の複製又は模造 
 
商標マニュアル 5.9も参照。 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

規定なし 

(d)その他の特

則 
規定なし 

11 使用規則の公開 規定なし 

12

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

規定なし 

13 権利の効力 

通常の商標と同じ条文が適用される。 
第129条 
標章の所有権は，本法の規定による有効な登

録をすることによって取得され，団体標章及

び証明標章に関しては第147条及び第148条
の規定に従った所有者には，国内全域におけ

る排他的使用が保証される。 
(1) 優先日又は出願日に，ブラジル国内にお

いて少なくとも6月間，同一，類似又は同種の

商品又はサービスを識別又は証明するため

に，同一又は類似の標章を善意で使用してい

た者 
は，登録についての優先の権利を有するもの

とする。 
(2) 当該優先の権利は，標章の使用に直接に

関連している事業若しくは会社又はその一

部と共にする場合にのみ，譲渡又はリースに

より，移転することができる。 
 
第130条 
標章についての登録所有者又は出願人は，次

に掲げる事項についての権利も保有する。 
(I) 自己の登録又は登録出願を移転させるこ

と 
(II) 標章のライセンスを許諾すること 
(III) 標章の本質的な信頼性又は名声を守る

こと 
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第131条 
本法によって与えられる保護は，標章所有者

の事業活動に係わる文書，印刷物，広告及び

書類への標章の使用にも及ぶものとする。 
 
商標権者は、第三者がその商標を記述的な形

式で使用するのを防止することができる。 

14 

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

そのようなことはない。許諾によりマークを

使用する者は、許諾による使用者にすぎな

い。 

15 

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

提起できる 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案される 

17 

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。 

使用権者（licensee）は、ライセンス契約の

中で規定されたかたちで、上記マークの利用

に関連した全ての権利を有する。許諾により

マークを使用する者（authorized user）は、商

品または役務が上記証明の品質基準に達し

ていることを示すために、当該マークを使用

できるにすぎない。 
許諾によりマークを使用する者（authorized 

user）は、使用権者l（licensee）になることは

できない。この者は、証明の対象となる商品

または役務について、直接の商業上または工

業上の利害を有しているからである。 

18 

第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第132条 
標章所有者は，次に掲げる行為をしてはなら

ない。 
(I) 商人又は販売業者が，製品の販売又はそ

の促進のために，識別性を有するその者自身

の標識を製品の標章と共に使用することを

阻止すること 
(II) 付属部品の製造業者が，製品の用途を表

示するために標章を使用することを妨げる

こと。 
ただし，この規定は，製造業者が公正な競争

慣行に従うことを条件とする。 
(III) 第68条(3)及び(4)の規定を除いて，標章

の所有者により又はその同意を得た他人に

より国内市場に出された製品について，その

自由な流通を妨げること 
(IV) 講演，学術若しくは文芸的作品，又はそ

の他の出版物において，標章に言及するのを

妨げること。ただし，この規定は，前記の言

及が商業的な含意なしに，かつ，標章の識別

性を害することなく行われることを条件と

する。 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

標章の所有権者がそのマークを使用するこ

とは許されていない。 
 
第128条 
(3) 証明標章については，証明の対象とする

製品又はサービスに直接の商業的又は工業

的利害関係を有していない法人に限り，その

登録出願をすることができる。 

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

第151条 
団体標章又は証明標章の登録は，第142条に

規定した消滅事由に加え，次の場合にも消滅

する。 
(I) それに係わる団体が存在しなくなったこ

と，又は 
(II) 使用規約に規定したものとは異なる条

件の下で標章が使用されたこと 

21

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

免れることができる。マークは権利者によっ

て直接使用されないので、許諾によりマーク

を使用する者による使用が、不使用取消に対

する有効な反論となる。 

22
出願料・登録

料・更新料 

出願料: R$ 415.00 
登録料: R$ 745.00 
更新料: R$ 1,065.00 

 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：証明商標は、証明商標としての保護だけを受けることができる。 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：違いはない。登録区分は同一である。 

 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：そうではない。権利者は、商品が所定の基準を満たしていることを

証明する権利を獲得するものである。 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答：そうではない。権利者は、商品が所定の基準を満たしていることの

証明に関する権利を獲得するだけである。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：(b)  

「特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされ

ていない商品・役務との関係で識別できると考える。」 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

回答：証明商標は、識別性に関しては、通常の商標と同じ要件を満たさな

ければならない。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され
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ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 

 

回答：地名を表示する文字は、証明商標として登録することはできない。 

 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答：該当例なし 

 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。また、証明商標特有の識別性の考え

方に起因して拒絶理由通知を受けた場合、出願人が取る対応として、どの

ようなものがあるでしょうか。 

 

回答：証明商標特有の識別性の考え方はない。審査基準等に特別な言及は

ない。 

 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：違いはない。 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 

 

回答：そのような裁判例は見つからなかった。 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

回答：ブラジルの産業財産法においては、両制度は異なるものであり、

それぞれ独自の保護手続を有している。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

知的財産法 

第4章 地理的表示 

第176-182条 

全ての商品/役務 
（特定されていない） 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手

工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

回答：商品の種類によって保護が変わるということはない。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別表1の表を参照 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答： 

 

第124条 

(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造，又は地理的

表示であると誤認させる虞がある標識 

(X) 標章の使用対象である製品又はサービスに関し，その原産地，出所，

性質，品質又は用途について，虚偽の表示となる標識 

 

商標マニュアル5.9.も参照のこと 

 

(2) 登録後（効力等）：該当なし 

(3) その他：該当なし 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答： 

 

第181条 
出所表示又は原産地呼称となっていない地理的名称は，それが虚偽の出

所を示唆するものでないことを条件として，製品標章又はサービス標章の

特徴的要素として使用することができる。 
 

(2) 登録後（効力等）：該当なし 

(3) その他：該当なし 
 
 
 

以上 
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表 3.〔ブラジル〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 
商標法/知的財産法 

証明商標制度 
地理的表示保護制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

全ての商品/役務 
（法による限定はない） 

全ての商品/役務 
（法による限定はない） 

(2) 保護対象となり得

る名称（どのような標

章について保護され得

るか、対象となる標章

に限定があるか（例:地

名のみからなる文字標

章は保護され得るか）、

一般名称の取り扱いに

関する規定の有無及び

その内容） 

第 181 条 
出所表示又は原産地呼称となって

いない地理的名称は，それが虚偽の

出所を示唆するものでないことを

条件として，製品標章又はサービス

標章の特徴的要素として使用する

ことができる。 
 
第124条 
次に掲げるものは，標章としての登

録を受けることができない。 
 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生

じさせる虞があるその模造，又は

地理的表示であると誤認させる虞

がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又

はサービスに関し，その原産地，出

所，性質，品質又は用途について，

虚偽の表示となる標識 

第 176 条 
地理的表示とは，出所表示又は原産

地呼称をいう。 
第 177 条 
出所表示とは，国，その領土内の都

市，地方又は場所についての地理的

名称であって，一定の製品の抽出，生

産若しくは製造，又は一定のサービ

スの提供に係わる中心地として知ら

れているものを意味する。 
第 178 条 
原産地呼称とは，国，その領土内の都

市，地方又は場所の地理的名称であ

って，専ら又は本質的に，その自然的

及び人的要因を含む地理的環境に起

因する品質又は特性を備えた製品又

はサービスを指定するものをいう。

(3) 登録主体の要件（法人

格の有無、個人・政府機関

の可否、機関に対する公的

機関・第三者機関による認

証の要否等） 

私人、又は私法若しくは公法に基づ

く法人は、証明商標の登録出願をす

ることができる。ただし、証明の対

象とする商品または役務に関して、

直接の商業上または工業上の利害

関係を有していない場合に限る（産

業財産法第 128 条）。 

生産者および加工業者の集合体（法

人格を有していないものを含む）。
 
規則 No.25/2013 第 5 条「次のものは、

法的手続上、地理的表示の登録申請

を行うことができる。その地域内に

ある地名を排他的に使用することを

法的に認められたコミュニティを代

表する団体、施設および会社。」 

(4) 主な登録要件（識別性

の考え方（周知性が必要

か、生産地との関係が必要

か） 

当該証明商標が、通常の識別性

要件を満たしている必要があ

る。マークが周知である必要は

ない。 

当該地域が、そこの商品／役務

で知られている必要がある。 

(5) 使用方法に関する規

定・制限があるか（表示義

務等） 

規定なし 規定なし 

(6) 品質管理に関する

規定（品質管理規定の

要否、規定の審査の有

無、行政機関による実

施体制チェックの有無

等） 

証明商標の登録出願を行う際、出

願人は、当該マークの使用につい

て規制するために採用される管理

措置について示さなければならな

い（産業財産法第 148 条）。ただ

し、同法は、管理措置の詳細につい

地理的表示の出願を行う際、出願人

は、原産地名称を排他的に使用する

権利を有する生産者または役務提供

者と、表示の対象となる商品または

役務について、管理を行う仕組みが

存在するという証拠を提出しなけれ

ては述べていない。 ばならない（規則 No.25/2013 第 8
条）。 

(8) 効力 第 129 条 
標章の所有権は，本法の規定による

有効な登録をすることによって取

得され，団体標章及び証明標章に関

しては第 147 条及び第 148 条の規

定に従った所有者には，国内全域に

おける排他的使用が保証される。 

第 179 条 
地理的表示に係わる保護は，地理的

表示の図式的又は象徴的な表現，及

びその名称が地理的表示である国，

その領土内の都市，地方又は場所に

ついての地理的表現にも及ぶものと

する。 
(9) 効力範囲（対象と

なる商品・サービス等

の範囲、効力が及ばな

い範囲の規定等） 

登録商標もしくはそれに類似

する商標 

登録された地理的もしくはそれに類

似する表示 

(9) 他者の不正使用に対

する規制手段（行政機関に

よる取締り、権利者による

請求等） 

商標権者は、権利侵害に対しては差

止命令と損害賠償を請求すること

ができる。商標侵害は、ブラジル産

業財産法により、犯罪として定義さ

れている（第 3 章、第 189-190 条）。

権利者は、権利侵害に対しては差止

命令と損害賠償を請求することがで

きる。地理的表示の侵害は、ブラジ

ル産業財産法により、犯罪として定

義されている（第 5 章、第 192-194
条）。 

(10) 費用、保護期間等 証明商標 – 415.00 レアル 
有効期間：10 年間。さらに 10
年間更新可能である。 

出所の表示 – 590.00 レアル 
原産地名称 – 2,135.00 レアル 
有効期間：無期限 

(11) 申請先 ブラジル特許商標庁 ブラジル特許商標庁 

(12) その他の特記す

べき事項 
なし なし 

 

以上 
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関係団体ヒアリング議事要旨（1者） 
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一般財団法人 知的財産研究教育財団 

知的財産研究所 

 

 

商標の識別性に関する課題（『認証・証明マークの保護』及び 

『商標の定義』の観点から）についての調査研究 

－関係団体への国内ヒアリング調査項目（「証明商標」について）－ 

 

 

我が国の商標法への、「認証・証明マーク」の保護に関する特別な証明商標制度の導入の

必要性等について、貴団体のお考えを下記の点についてお聞かせください。 

 

 

1. 日本では、認証・証明マーク88は通常の商標として保護されていますが、諸外国には、

認証・証明マークの保護として、商標法において特別な要件を課す証明商標制度を有し

ているところがあります。そこで、日本の商標法における特別な証明商標制度の必要性

について、別紙の証明商標制度についての説明もご参照の上、お聞かせください。 

・特別な証明商標制度の必要性（消費者の観点から） 

・特別な証明商標制度を導入することによってよくなると考えられる点 

・特別な証明商標制度がないことによる消費者の不利益 

 

 

2. その他、日本における「認証・証明マーク」の保護のあり方全般に関し、ご意見・ご要

望等があればお聞かせください。 

 

以上 

 

                         
88 認証・証明マークとは、例えば「ウールマーク」や「エコマーク」のように、そのマークを商品やサービスの提供に際

して付されることによって、そのマークが付されている商品やサービスが特定の品質・質（例えば、ウール１００％の

セーターである等）を有していることを取引者・需要者に認識させる効果を有するマークがあり、それらのマークのこ

とを一般的には認証・証明マークと称されています。 

証明商標とは、現時点において国際的に確立した定義はありませんが、例えば、世界知的所有権機関（WIPO）が作成した

文書によれば、「証明商標は、取引上取り扱われ又は提供される商品又は役務（サービス）であって、証明商標の所有者

によって商品の原産地、材料若しくは製造方法又は役務（サービス）の提供、品質、正確さその他の特徴との関係につい

て証明されたものを、そのような証明がされていない他の商品又は役務（サービス）と区別するために使用される又は使

用が意図された標識」とされています。 
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関係団体ヒアリング 議事要旨（一般社団法人 全国消費者団体連絡会様） 
 

 

我が国の商標法への、「認証・証明マーク」の保護に関する特別な証明商標制度の導入の

必要性等について、貴団体のお考えを下記の点についてお聞かせください。 

  

1. 日本では、認証・証明マーク は通常の商標として保護されていますが、諸外国には、

認証・証明マークの保護として、商標法において特別な要件を課す証明商標制度を有して

いるところがあります。そこで、日本の商標法における特別な証明商標制度の必要性につ

いて、別紙の証明商標制度についての説明もご参照の上、お聞かせください。 

 

(1) 商品等の品質表示の現状・問題点について 

・これまでは、JIS・JAS法、家庭用品品質表示法など、国が法律で品質を担保してきた。

特に商品の品質が全体的に良くなかった時代には、消費者の選択基準として機能してお

り、消費者を保護する制度として大きな役割を果たしていた。現在は、義務表示、任意

表示等いろいろな表示が乱立している状態であり、消費者からすると大変わかりづらい

状態である。 

・例えば、食品表示について、現状では法律で決められた一括表示だけでも、商品の裏側

に、原材料・産地などが細かい字で多量に記載されていることに加えて、いわゆるサー

ビス表示等もたくさん記載されており、非常にわかりづらい。 

・また、JIS・JAS法等の商品・役務の品質表示に係る法律は規制法であり、品質チェック

等の行政負担が大きいという問題がある。現在のように多くの商品に多様な品質基準が

ある状況には十分対応しきれていないのが現状である。 

・商品・役務の品質表示・産地表示は、消費者にとって中身を正しく表し、わかりやすい

ことが重要であり、消費者が合理的な選択をするための理解しやすい指標が必要である。 

 

(2) 証明商標制度の導入による消費者の利益 

・各団体が使う認証マークの背後に、使用管理規則とともに申請することが義務であると

いう国の制度が存在し、様々な商品・役務についての多様な表示に一定の形式を担保で

きることは価値がある。法律上のルールに基づいて商品に認証マークの表示がされてい

ることが重要と考える。 

・上述(1)のように、現在の品質表示は複雑化しているので、証明商標が一定の要件に沿っ

てある程度の品質を担保できるものとして、商品に一つ（あるいはいくつか）表示され

ていると消費者にとってわかりやすい。そのため、証明商標制度は消費者にとってよい

制度であると考える。 

 

(3)証明商標制度の利点 

・証明商標制度は行政による監視負担が少ない。各団体が、自分のマーク（自己の関係す

る業界団体の商品）の価値を高めるために不適切な使用に対する監視・差止を積極的に

行うであろうし、それを担保するための直接的な法的手段があるのがよい。 

・認証団体（証明商標の権利者）が消費者に直接その認証マークの価値をアピールできる

ことがよい。自らの努力によりその認証マークの価値を管理し、高めることができる。 

・現在のように多くの商品に多様な品質基準がある状況では、行政による監視負担が少な

い証明商標制度により、民間団体・企業が一定の法的裏付け（使用管理規則とともに一

定の形式で登録される）のある認証・証明マークを使用していくのは現実的に考え得る。 
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（4）その他の証明商標制度により期待される利益・効果 

・食品の安全性の観点からは、原料・原産地表示等は、厳密には必須の情報ではない。し

かしながら、人によっては価値のある情報であり、商品選択の基準となる。 

・このような表示は、国が品質も含めて管理する必要は必ずしもなく、認証団体・業界団

体等が証明商標によって、その品質を表示することでよいのではないか。 

・また、証明商標制度は、さまざまな分野で現在乱立しているいろいろな認証マーク（あ

るいは、そのような表示）を、まとめるような法的枠組み・受け皿になることも期待で

きる。 

 

（5）証明商標制度設計において検討が必要と考えられる事項 

・現在は各業界団体ごとに品質基準を定めているケースが多い。消費者の立場からは、あ

まりにも多くの証明商標が、同一の製品分野に乱立することは好ましくないので、この

点について制度的に何らかの対応があれば好ましい。 

・例えば、証明商標の主体的要件として、その認証団体自体がある程度知られている、あ

るいは業界内で一定の規模がある等の要件が考えられる。また、既に使用されており、

その商標がある程度知られていることを要件とすることも考えられる。つまり、証明商

標の登録には一定の使用をその条件とすることも一案。 

・各証明商標が持つ品質管理基準の質を保つための方策についてはさらなる検討が必要で

あろう。 

・認証・証明マークの無断使用は、商標を信じた消費者に不利益を与えることになるため、

認証マークの管理に関しては、適正な運用ルールが必要と思われる。 

 

2. その他、日本における「認証・証明マーク」の保護のあり方全般に関し、ご意見・ご要

望等があればお聞かせください。 

 

・日本では、経済のグローバル化に伴って必要とされる国際標準化が遅れている。食品の

基準でも、日本では世界的に用いられているような基準への対応が遅く、無形文化遺産

に認定された和食などへの対応も不十分であり、2020年のオリンピック・パラリンピッ

クに向けて、喫緊の対応課題になっている。 

・全加工食品の原料・原産地表示の義務化が検討されているが、表示の正確性という点で

制度設計に無理が生じている。例えば国産品を奨励するという視点からは、消費者にと

ってわかりやすい表示の仕方を検討していく必要があり、証明商標制度に裏付けられた

認証・証明マークの活用もその一つの在り方であると期待される。 

 

以上 

 

 



 

 

 

 

資料I-4 
学識経験者ヒアリング議事要旨（7者） 
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国内ヒアリング（学識経験者） ヒアリング項目（証明商標） 
 

 

我が国の商標法に認証・証明マーク89の保護に関する特別な証明商標制度90を導入する必

要性、及び導入するとした場合の課題、特に証明商標91の「識別性の要件・考え方」につい

てお聞かせください。 

 

 

1. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

(1) 現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

 ① 通常商標・団体商標・地域団体商標によって、認証・証明マークを十分に保護する

ことができているか。 

② 地理的表示・品質表示等のみからなる認証・証明マークに対する保護は十分か。 

 

(2) 商標法に証明商標制度を導入する必要性 

① 「必要あり」とお考えの場合 

(ⅰ) 証明商標制度で保護すべき対象（証明行為92、品質、出所、地理的表示（原産

地を含む）、その他） 

(ⅱ) 認証・証明マークの保護に関し、現行法で保護が十分でないと考えられる点

（証明商標制度導入により対応すべき点）は何か。 

② 「必要なし」とお考えの場合 

その理由についてお聞かせください。 

 

 

2. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

(1) 商標法において、「証明商標」を保護するための登録要件として、自他商品役務の識

別性を考える場合、通常の商標の識別性とはどのような違いが考えられるでしょう

                         
89「認証・証明マーク」とは、一般に「ウールマーク」や「エコマーク」のように、そのマークを商品の販売や役務の提

供に際して付されることにより、その商品（役務）が特定の品質（例えば「ウールマーク」の場合、定められた品質基

準を満たしたウール１００％のセーターである等）を有していることを取引者・需要者に認識させる効果を有するマー

クをいう。 
90 認証・証明マークを保護するための商標法における特別な証明商標制度 
91「証明商標」について、現時点において国際的に確立した定義はない。例えば、世界知的所有権機関（WIPO）が作成し

た文書（SCT/21/3）によれば、「証明商標は、取引上取り扱われ又は提供される商品又は役務（サービス）であって、

証明商標の所有者によって商品の原産地、材料若しくは製造方法又は役務（サービス）の提供、品質、正確さその他の

特徴との関係について証明されたものを、そのような証明がされていない他の商品又は役務（サービス）と区別するた

めに使用される又は使用が意図された標識」とされている。 
92 ここでいう「証明」とは品質等そのものを保証する場合（いわゆる「直接証明」）、特定の組織の構成員が製造したこと

を証明することによって間接的に品質等を証明する場合（いわゆる「間接証明」）があるとされているが（「工業所有権

用語辞典＜新版＞（第 3版）日本工業新聞社、昭和 55 年 11 月 15 日 793 頁」）、原則として前者（「直接証明」）の考え方

を前提としています。 
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か。 

 

証明商標が、品質について証明した事実を表示するものとして使用されると考えら

れることからすれば、通常の商標とは異なる特有の識別性の考え方が必要でしょう

か。証明商標について特有の識別性を考える場合の法制面の課題や論点についてお

聞かせください。 

 

① 特に地名のみ、又は品質表示のみからなる「証明商標」は、本来は識別性を有しな

いものですが、そのような「証明商標」を登録する場合、その要件としての識別性

については、どのような考え方があるでしょうか。 

 

＜考え方の例＞ 

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を認める。 

(b) 特定の産地・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考える。

すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役務との関

係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を生じさせ

るものとして考慮される要素がある。 

 

② 例えば、上記(a)を要件と考える場合、周知性の程度（地域、対象となる需要者）を

どのように考えるべきか。課題・論点をお聞かせください。 

③ 例えば、上記(b)を要件と考える場合、具体的にはどのような手段により、その要件

を満たしていることを担保すればよいか。課題・論点をお聞かせください。 

 

3. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

  地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、に

ついて、課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

4. その他 

特別な証明商標制度を導入する際に考えられる、その他の課題・論点について、お聞かせ

ください。 

以上 

 
 

 

別添1. 証明商標に関する特許庁産業財産権制度問題調査研究における議論 

別添2. 我が国の商標法に特別な証明商標制度を導入するにあたっての論点（案） 
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別添1. 証明商標に関する特許庁産業財産権制度問題調査研究における議論93,94 

（ご参考） 

 

 

1. 証明商標制度の導入に関して報告書で挙げられた主な法的論点 

 

 

2. 地理的名称・品質表示のみからなる標章を証明商標で保護する場合の課題 

「証明商標について識別力の要件を従来どおり要求した場合、例えばグッドデザイン賞の

Gマークや、JISマークのようなデザイン化された商標や、地理的名称とともに識別力のあ

る文字や図形が付された商標については、商標の構成上識別力が認められ、商標登録が認

められると考えられるが、地理的名称のみからなる証明商標については、商標法第3条第1

項第3号の「商品の産地」や「役務の提供の場所」を普通に用いられる方法で表示する標章

のみからなる商標に該当することが多いと考えられる。したがって、証明商標については、

商標法第3条の適用につき、何らかの措置が必要である。」 

 

                         
93 平成 22 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究

報告書」（平成 23 年 2月、一般財団法人知的財産研究所） 
94 平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する

調査研究報告書」（平成 24 年 2月、一般財団法人知的財産研究所） 

1. 主体要件 

(1) 保有主体 ① 法人格の必要性、国・地方公共団体も含め広く設定するか 
② 個人を含めるか 

(2) 使用者 ① 商標権者自身の使用の可否 
② 「使用」の定義はそのまま適用 
③ 法定の通常使用権の必要性 

(3) 使用管理規則 ① 使用管理規則の提出を要件とするか、また、公表するか 
② 使用管理規則の審査について 

2. 登録要件（客体要件） 

(1) 絶対的拒絶理由
（3条） 

 「識別性」の考え方 
特に地理的表示（地名のみからなる標章等）の場合 
 
→ 3 条 1 項 3号、3条 1項 6号等に該当することが多いと考えられるが、3条

の適用について、何らかの措置が必要か 
→ 3 条 2 項（出所表示機能に基づく特別顕著性）をそのまま適用することの

妥当性 

(2) 相対的拒絶理由
（4条） 

通常商標との間での類否判断の考え方（証明の事実を表示する商標であること
を「取引の実情」として考慮し得るか等） 

3.  その他 

証明商標の定義 ①証明商標の定義を新たに設けるか 
②併せて通常商標の定義の見直しに関連するか 

③既存の証明商標として登録されている商標権との整理 
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3. 地理的名称・品質表示のみからなる標章を証明商標で保護する場合の識別性の考え方 

 

 

4. 証明商標制度を導入する場合の制度設計イメージ95 

 

 
 

  

                         
95 前掲平成 22 年度報告書 74 頁 

「地理的名称のみ」又は「地理的名称とその他の識別力のない標章との組み合わせ」からなる標章に

ついて絶対的拒絶理由（3 条）における論点 （識別性の考え方） 

3 条 2項は出所表示機能の観点から、使用による識別性の取得に基づき登録を認める条項である。 

一方、証明商標は、証明対象の商品・役務とそれ以外を識別する機能は有するものの、いわゆる出所表示と

は性質が異なると考えられる （証明商標の機能: 品質等保証機能>出所表示機能）   

 

→ 3 条 2 項をそのまま適用することは適切でない可能性 

 

● 証明商標については、第 3条第 2項に代わる別の規定を設けて、特定の品質を証明された商品（役務）

とそれ以外の商品（役務）とを識別することができる状態に至っている場合には、第 3 条第 1 項第 3

号ないし第 6号の規定にかかわらず商標登録を受けうるように措置することが必要か。 

● 証明商標について、使用により取得される識別性の要件（需要者の認識の度合い（浸透度）、地域的

な広がり）を緩和あるいは不要とすることが適切か。 
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別添 2. 我が国の商標法に特別な証明商標制度を導入するにあたっての論点（案） 

 

 

 

  

大項目 中項目 条文 項目

「証明商標」の定義規定の新設の要否（現定義の「証明」で足りるか）

「証明商標」の定義に「識別性」を入れるか？　「証明商標」における「識別性」とは

商標全般 「商標」定義から「証明」の文言の削除の要否、「識別性」の文言の追加の要否

証明商標の使用は、「自己の業務」といえるか。

商標権者自身の使用を許容するか否か

「自己の」→「自己または通常使用権者の」、「通常使用権者の」、「許可された使用者の」等の読み替え

3条1項1号
＜普通名称＞
たとえ「認証・証明マーク」であるとしても何人も自由に使用を認める必要性が高いと考えられるが、「認
証・証明マーク」について現条文適用で問題ないか。

同項２号
＜慣用商標＞
たとえ「認証・証明マーク」であるとしても何人も自由に使用を認める必要性が高いと考えられるが、「認
証・証明マーク」について現条文適用で問題ないか。

同項３号
＜記述的商標＞
「商品の産地」等を普通に用いられる方法で表示する標章の保護　（地名のみからなる地理的表
示、地名＋普通名称からなる地理的表示を保護するには、どうすべきか。

同項４号
＜ありふれた氏、名称＞
一定の識別力を得た場合は登録すべきか。

同項5号
＜極めて簡単かつありふれた標章＞
一定の識別力を得た場合は登録すべきか。

同項6号

＜需要者が認識できない商標＞
一定の識別力を得た場合は登録すべきか。
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」は、出所表示
機能に着目していると考えられるが、証明商標に適用できるか。

3条２項

＜使用による識別性＞
本規定は、出所表示機能に着目して規定されていると考えられる（逐条解説参照）。
「証明商標」の場合、「証明商標」に係る商品等とそれ以外を識別する機能を有するものの、出所
表示とは性質が異なると考えられるが、使用された結果、現に証明された商品等とそれ以外の商
品等とを識別することができる状態に至っている場合には登録を受けることができるとすべきか。
その場合、3条2項はそのまま適用すべきか、別規定を設けるべきか。

識別性の要件
の考え方

（3条2項）
記述的商標等である場合に、識別性を認めて登録する必要がある場合、
周知性を要件とすべきか、特定の出所（原産地）・品質等を保証することによりその要件は満たさ
れるとするのか。

需要者の
認識の範囲

（3条2項） 周知性を要件とする場合、全国的に認識を要するか、特定の地域や需要者に緩和すべきか。

品質等の保証 （3条2項）
特定の出所（原産地）・品質等を保証することによりその要件を満たすとする場合、主体要件、使
用規則に何を要求するか。その審査はどうするか。

権利の及ばない
範囲

26条1項
「認証・証明マーク」が過誤登録された場合の救済はどのようにすべきか。　第三者による「認証・証明
マーク」でない表示の使用の自由の確保はどうすべきか。26条はそのまま適用して問題ないか。

保護対象 -
地理的表示からなる「認証・証明マーク」とそれ以外の「認証・証明マーク」で識別性の要件に特段の違
いを設ける必要があるか。

（特にお伺いしたい観点）

我が国の商標法に特別な証明商標制度を導入するにあたっての論点（案） （1/2）

定義
証明商標

2条1項

識別性の
要件

規定

3条１項柱書
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以上 

 

  

大項目 中項目 条文 項目

団体商標 7条 団体商標制度と証明商標制度の関係、調整規定の要否

7条の２ 地域団体商標制度と証明商標制度の関係（棲み分け）、調整規定の要否

7条の２第1項 地域団体商標の識別性の規定との整合性、調整規定の要否、地域団体商標からの変更

地理的表示 26条3項 独自の地理的表示保護制度との関係、調整規定の要否

既存の「認証・
証明マーク」

- 業界団体による「認証・証明マーク」との調整規定の要否

指定商品
・指定役務

認証・証明に係る商品・役務の全区分取得の必要の有無

使用者の権利 -

「認証・証明マーク」の使用を許諾された使用者は、通常の使用権者とは異なると考えるべきか。
「証明商標」の使用者について、商標法において新たな規定（読み替え規定を含む）を置く必要がある
か。
法定通常使用権を設定すべきか。
「証明商標」の使用者の権利（差止請求、損害賠償請求が認められるか）

効力 25条
証明商標としての誤認を生じさせない場合も侵害となるか。（「証明商標的使用」というような概念が存
在し得るか）

譲渡
（24条の2、
24条の3）

「証明商標」に係る商標権の移転は制限すべきか。

無効・取消
（46条、
51条）

使用規則に従った管理が不適切な場合、使用許諾において差別的な取扱いがある場合、商標権者自
身の使用がある場合等に、取消事由とすべきか。
使用規則の不備を取消事由とすることで、審査の限界を補うことができるか。

相対的
拒絶理由

4条
第4条の登録要件の改正の要否
通常商標との間での類否判断の考え方（証明の事実を表示する商標であることを「取引の実情」として
考慮し得るか等）

外国制度 - 外国の制度との整合性について

導入必要性 - 法改正の必要性（証明商標制度導入のメリット・ニーズ）

（特にお伺いしたい観点）

他の規定と
の関係

地域団体商標

その他

我が国の商標法に特別な証明商標制度を導入するにあたっての論点（案） （2/2）
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

ヒアリング先：Ａ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

(1) 新たな証明商標制度の必要性について 

・マドリッド協定議定書上の課題（我が国から他の締約国を指定した証明商標の国際出

願をすることができない）を考えると、我が国でも証明商標のカテゴリを設けるべき

かもしれない。それ以外の理由に基づく必要性は乏しいように感じる。 

（特許庁より、平成27年4月に審査便覧が改訂され、現在では、マドリッド協定議定書を

利用し、証明商標として日本に領域指定された場合は、通常商標として受け入れてい

る旨を説明。） 

・なお、証明商標制度を定めている国でも、制度趣旨が不明の国が多い。特に証明商標

の保護範囲について、通常商標との違いがよくわからず、何のために厳格な登録要件

を設けているのか不明なところがある。 

 

(2) 現行制度における認証・証明マークの保護の課題 

・産業界からの声として、権利取得すべき商品・役務の範囲（区分）が不明確である、

というものがある。この点については、後述する証明商標制度の改正案のうち①の小

幅な改正に止める場合には、完全に通常の商標としての使用をも止めたいのであれば、

証明業務（第42類）だけでは足りず、使用する商品・役務の区分すべてについて取得

する必要があると解すべきであると考える。その分の費用負担はやむを得ない。他方、

後述する②の大きな改革をなす場合には、従来、商標の使用と考えられていたものを

二分し、通常の商標の使用と異なり、証明商標としての使用というものがあると定め

るとともに、新たな証明商標制度の下で証明商標の登録を得たものは、証明商標とし

ての使用に対して権利行使をなすことができるというように定めるのであれば、証明

商標を取得しただけで、様々な範囲の商品、役務における証明商標の使用に対して権

利行使をできるという制度を導入することはありうる。ただし、その場合、そのよう

な保護を正当化するために、新たな証明商標の登録要件は厳格なものとせざるを得な

い。 

 

(3) 新たに導入する証明商標制度の考え方 

・まず、この問題を議論するスタンス、ひいては改正のスタンスを決める必要がある。 

① まず、第一の立場として、証明商標に関しては、マドプロ対応で、単に「証明商

標」というカテゴリを明示するというだけで、権利行使の場面で特に通常の商標

と変更させないということであれば、通常の商標と異なる登録要件を課す必要は

なく、したがって、通常の商標における識別性と異なる識別性を議論する実益に

乏しい。 

② 他方、第二の立場として、現実に世の中で「証明商標」として意識されているもの

のなかには、通常の商標と異なる識別性を発揮しているときがあり、それに応じ
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て商標の使用のされ方も通常の使用とは異なるものがあることは事実であり、そ

のような実態に即して、通常の商標とは異なる権利行使が可能となるような証明

商標制度を導入しようというのであれば、それに応じた登録要件も議論していく

必要がある（制度導入や運用にはそれなりにコストがかかるので、このような実

態に鑑みた新たな証明商標の制度を導入すべきであるか否かということはまた別

途議論が必要となる）。 

 

 ①の立場＝通常商標の手直し 

・この立場の下では、証明商標というカテゴリを設けるものの、本人が使用しなくても

よい点のみを、通常商標との違いとして規定する。条文上は、本人の使用を完全に禁

止するのではなく、使用しても不使用でもよい、とすることでよいであろう。 

・現行の条文で変える必要があるのは、使用の定義（2条3項）の箇所のみである。「証

明し」の文言を削除し、証明商標の「使用」について、別類型の条文を立てる。 

・このタイプの導入であれば、証明商標としての特有の効力はほとんど生じない。濫用

される可能性がほとんどない以上、あえて濫用防止のために主体的要件の制限を設け

る必要はない。もっとも、ほぼ同様の状況にある通常の団体商標に関して（登録要件

が緩やかになる地域団体商標を除く）、主体要件が絞られていることとの絡みで厳格

な要件を設けるという案はありえるだろうが、そうすると旨味はほとんどないにも関

わらず、要件だけが厳格となり、よく分かっているものは登録しないというほとんど

無意味な制度になりかねない。 

・ようするに、登録要件も、その審査も、現在の通常商標以上のものは特に必要ないと

考えられる。マドリッド協定議定書対応のためだけなので、認証・証明マークについ

て、通常商標として出願するか、証明商標として出願するかは、本人の選択に任せる

ことでよい。 

 

②の立場＝ 新たな証明商標制度の導入 

・この立場の下では、一つの登録で商品・役務を包括的に保護対象として取得すること

ができるような証明商標制度の導入が考えられる。 

・この場合は、ブローカーによる濫用を抑えるために、証明商標としての特別の審査が

必要になる。主体的要件を公的団体に限ることも考えられる。 

・また、効力について整理する必要がある。証明商標権の効力は、証明商標としての使

用に対してのみ及び、通常の商標の使用には及ばないが、その代わり、証明商標とい

う分類に登録しておけば、付される商品や役務の種類は問わず、広く証明商標として

の使用に効力が及ぶ、とすべきであろう。 

・例えば、商品に大きく「エコ」と表示されている場合は、個別の商品についての通常

の商標権侵害となり、商品に小さく「エコ」と表示されていて証明商標に見えるとき

には、証明商標権の侵害とするべきである。 

・同じ品質の商品であっても、認証を受けていないものに証明商標的に使用しているの

であれば、それは侵害とすべきである。 

・証明商標の効力については、「証明商標の使用」に対して保護が及ぶと定義すること

になる。もっとも、どのような使用態様が「証明商標の使用」となるかは、予め明確

に細かく定義することは困難なように思われるから、個別事例毎に 終的には裁判所

にその判断を委ねるしかないのではないか。 
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２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

・証明商標の識別性も、基本的には出所表示機能に基づくものである。但し、現実世界

で、証明商標が理想的に機能している場合には、一つの出所というより、商品群に

対して使われるものであり、また、その主体もグループもしくはより広い概念から

の出所を示すようになる（地域団体商標における出所識別の把握の仕方や、不正競

争防止法の下でのフランチャイズ、商品化事業における出所識別の把握の仕方に似

る）。その場合、証明商標的使用は、通常の商標的使用とは異なるものとなる。前述

した②の改革案は、こうした証明商標が現実に果たしうる機能に鑑み、それを正面

から捉えて法制化することを試みるものである。 

・現実の世界において証明商標として通用しているものの出所識別機能に、通常の商

標と違うものがあることは疑いがない。それを商標法が受け止めて、通常商標にお

ける出所表示機能とは異なる新たな出所表示機能として手当てをする（つまり②の

大改革案とする）か否かは、政策的判断による。 

・例えば、実際にどのようになされているのかということは承知していないが、米国

のように、証明商標の分類が通常商標と異なるのは、前述したように、両者の出所

識別機能の仕方が異なっていると解釈しているためであると推測される。そうでな

いと両者の併存について混乱が生じる。しかしながら、証明商標の識別性も基本的

には出所表示に基づく識別性であり、品質のみに基づく識別性のような全く異質な

識別性ではない、と考える。品質が同じであれば出所識別機能が害されないという

ことはない。品質が同じであっても所定の審査機関により正規に認証されていない

のであれば証明商標権侵害となるからである。つまり、証明標章は、認証されてい

るか否かということを示すものであり、認証されている商品、役務と、認証されて

いない商品、役務を識別しているという意味で、品質ではなく出所を識別している

のである。 

・例えば、JISマークについて考えてみると、JISマークがついているか否かは、需要者

も認識でき、JISマークを見た時の安心感のようなものが生じる。つまり、具体的な

品質に基づく識別性というよりは、何らかの出所（証明する主体）に基づいた識別

性が発揮されていると考えるべきである。 

・なお、不正競争防止法では、 高裁のフットボール・シンボルマーク事件、下級審の

ポパイ事件、ピーターラビット事件、ミッキーマウス事件等で示されているように、

商品等表示の使用を許諾されているグループによる表示について、そのグループを

商品等表示の出所表示の主体として保護を認めている。これは、実質的に証明商標

的な使われ方をしているともいえる。 

 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、

について、課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・特に新たな調整規定は必要ないと考える。すなわち、商標権だけに私権が認められてい
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ることとの整合性から、商標がやや優先的で、GIは商標権者の許諾があれば認められる、

という現状を崩す必要はない。 

 

 

４. その他 

 

・証明商標制度を新たに設けた際には、通常商標として既に登録されているものからの移

行措置を認める必要がある。 

 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

 

ヒアリング先：Ｂ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

・地理的表示のみの商標は、現行法では3条2項の適用を受けるしかないが、現実的に3条2

項の適用を受けるのは困難だろう（青森（産）、三ケ日（産）など）。そう考えると現

行制度では保護が及んでいない対象があるともいえる。 

・ただし、現行制度で保護が及ばない、上記のような商標の保護の必要性については、検

討が必要である。公共的な団体がそのような商標権を取得するのは問題ないが、一企業、

一私人が登録できるとなると、証明商標と称するよくわからない商標権が乱立する可能

性も否定できない。 

・なお、地域団体商標は、実質的に特定の品質を保証する機能があることを考えると、一

種の証明商標であると考えることもできる。 

 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

1) 証明商標制度の保護対象（商標機能）から見た識別性 

・証明商標制度を考えるにあたっては、商標機能について考える必要がある。「商標」の

定義の問題がはっきり表れる場面である。 

・そもそも証明商標が保護するものは、「出所表示」ではないので、現在一般に理解され

ている意味での「識別性」とはいえないのではないか。 

・証明商標の保護対象は、狭い意味での出所表示機能ではない何かである。その対象は、

従来の「品質保証機能」（出所に付随して期待される品質）という言葉で表現されるも

のとも異なる機能なので、「品質保証機能」という単語は使わないほうがよいのではな

いか。 

・したがって、証明商標は、識別性及び商標機能が従来の商標と異なる商標であるといえ

る（なお、地域団体商標も、本当はそうではないかとも思われるが、公式には出所表示

であるという説明がなされている。）。 

 

2) 証明商標制度の導入スキーム 

・従来の商標と機能・識別性が異なるということからすれば、「証明商標の保護に関する

法律」のようなものを、特別法として別に立てるのが一番すっきりする。内容の大部分

は商標法の準用になるだろう。ただ、一般にはわかりづらいやり方かもしれない。 

・証明商標制度導入の方策の一つとして、現行の地域団体商標の見直し、拡充で対応する

ことが可能かもしれない。但し、地域団体商標の導入当時の趣旨（「地域経済の活性化」）
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とは合致していないという問題がある。 

・あるいは、７条の2と同じような条文を、例えば、7条の3に「証明団体商標」という形で

入れることにより、証明商標制度を導入する方法はあると考える。 

・現行の団体商標は主体的要件に制限があるだけなので、主体的要件に加えて管理規則を

提出させている地域団体商標の仕組みを利用する方が、やりやすいのではないか。 

・なお、「商標」の定義として「識別性」を入れる際に、その「識別性」の意味を広げた

ものを入れる、という考え方がある。そうしておけば、現在使用している意味での識別

性と異なる識別性を有する証明商標を、制度として入れやすくなるかもしれない。ただ、

そのような定義を入れるには、その識別性がどういうものなのか議論して定義すること

が必要になるので、それはそれで大変だと思う。 

・地域団体商標と併存させる意義として、証明行為を伴う場合は、（団体）証明商標の方

で出願できる、そうではない場合は、地域団体商標で出してください、というような使

い分けもできるのではないか。 

 

3) 証明商標の権利範囲 

・証明商標は、証明行為にしか使えない狭い権利とし、出所表示が独占されないようにす

るのであろう。指定商品に係る証明行為にしか禁止権が及ばないとし、出所表示として

使う行為は禁止されない、という整理をするのではないか。そうであれば、非常に狭い

権利になるが、登録要件として周知性は不要という考え方ができる。 

・英米型の証明商標のように、通常の商標権として登録されるのであれば、禁止権の範囲

を狭める、または、何らかの抗弁事由を規定する必要がある。 

 

4) 相対的拒絶理由（4条）の適用について 

・証明商標の乱用防止のため、著名商標との関係を審査でみる必要があるだろう。そうす

ると、出所を特定するという意味での識別性ではないが、他の標識と区別できるという

意味での何らかの識別性のようなものは必要であろう。これを識別性というべきか、あ

るいは特別顕著性というべきかはよくわからない。 

・国旗、赤十字、公序良俗、他人の肖像など、4条1～8号は適用を見るのであろう。 

・4条10号、11、15、19号の適用をどう考えるか。これらの適用も審査しなければならない

のではないか。そう考えると、証明商標にも何らかの識別性（あるいは特徴）を要求し

ていることになる。4条は、3条と同じく識別性の反面であるが、証明商標が現在の意味

での識別性を有しないのであれば、商標の何を審査していることになるのかということ

になる。それはおそらく出所の識別性とは違った識別性なのであろう。例えば、標識と

しての特別顕著性ということかもしれない。 

 

5) 証明商標の登録要件についての考え方（まとめ） 

・以上より、3条の適用については、識別性の特則を設ける。4条の適用については、要件

を緩和しないという整理になると思われる。すなわち、証明商標における保護対象は、

本質的に産地や品質を示すものなので、3条の要件の適用について、これを緩和する必要

があり、その特則を設ける理由があるのに対し、他人の商標と類似する商標、公序良俗

などに係る商標を、証明商標として特則を設けてあえて保護する必要性はないと考えら

れるので、4条の要件は緩和しない、という整理でよいのではないか。 
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３. 地理的表示（GI）保護制度との関係 

 地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、

について、課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・地域の産物であることを証明する証明商標であって、地理的表示が含まれれば、TRIPS協

定上のGIに該当する制度であると解釈できる。 

・農林水産省の地理的表示保護制度（農水GI）は、民事の効力がなく、団体に対する規制

法になっている。そのため、農水GIとして保護を受けたうえで、同じ地理的表示を証明

商標として登録することで、商標法に基づいた権利が発生するということであれば、両

制度の棲み分けは可能であり、併存の価値がある。 

・仮に農水GIの方で、その団体に規約違反があった場合、地域団体商標と同じく、登録さ

れた証明商標の無効理由とすることで問題ない。 

 

 

４. その他 

 特別な証明商標制度を導入する際に考えられる、その他の課題・論点について、お聞か

せください。 

 

・世界的には、商標機能を広げていく方向の大きな流れがある。証明商標制度のように、

商標機能・定義に関する議論がはっきり表れる実質的な制度を入れる方向でまず検討し、

それに引き続いて定義の問題を議論するという考え方もある。 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

 

ヒアリング先：Ｃ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

・現行の商標法も、2条1項に「証明し」の文言がはいっているので、認証・証明マークは

商標法で保護されているともいえる。しかし、実質的な意味での認証・証明マークを保

護する制度にはなっておらず、通常商標を証明商標的に用いている状況であり、好まし

い状態とはいえない。 

・地域団体商標でも、地域ブランドそのものは保護できているが、商品の品質など実質的

なところは保護できていないのではないか。 

・品質管理規定を持った形の証明商標制度によって、地名のみ等の地理的表示なども保護

できるようにすることができるのであれば、そのほうが望ましい。 

・但し、事業者のニーズがどの程度あるのかはわからない。 

・なお、現行の規定では、地名のような商標については、第26条によって他者の使用がほ

とんどの場合許される。そのため、そのような商標権を設定したとしても、実際にはそ

れほど強い権利にはならないと考えられる。独占的使用権を得るというよりも、商標登

録をされたということを宣伝できるメリットのほうが大きいように思う。地域団体商標

の現状もそのように認識している。 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

(1) 証明商標の識別性の考え方 

・基本的には、ある一定の品質基準をクリアしたものとそうでないものとを識別できるこ

と、及び、そのような商品を生産している団体とそうでない団体(あるいはグループのよ

うなもの)を識別できることが、証明商標の識別性である。 

・但し、前者はいわゆる「品質保証機能」とは少し異なる機能であり、後者も、商標権者

からの出所ではないため、通常商標の「出所表示機能」とは異なる機能である。 

・ 終的には、どのようなものを証明商標として保護したいかによって、証明商標の識別

性についての考え方を決めるしかない。 

・政策的な必要性から、このような商標は証明商標として保護すると決めて、そのような

ものは識別力があるものとして扱うようにすればよい。 

 

(2) 本来識別性を有しないものについて、何らかの要件を課すことで、識別性があるとす

る場合の要件について 

 

① 品質等が保証されていることによる識別性 
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・要件を課すとすれば、「特定の産地・品質等が保証されていることをもって、「識

別性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされてい

ない商品・役務との関係で識別できると考える。」（事務局提示の文言(b))を採用

するのではないか。 

 

② 周知性を要件とする場合の問題点 

・本来識別性を有しない証明商標について、その登録要件として周知性を求める必要

はないだろう。市場で何ら認知されていない者に先願で証明商標の登録を認めるこ

とに抵抗があるのかもしれないが、この点は認証団体の要件など、別のところで解

決すべきではないか。 

 

③ 使用による識別力獲得を考慮した登録要件の設定 

・現行の第3条は識別力のない商標を列挙しているのであり、独占的適応性について

述べているものではない。すなわち、第3条の規定は、第26条で自由使用を許して

いることの反面であって、商標法が競合者の自由使用を認めているような商標に

ついては、将来的に識別力が生じることが考えられないことから、そのような商標

を列記しているに過ぎないと解釈できる。 

・そうすると、現状26条に該当するような商標であっても、証明商標の商標権の効力

それに及ぼすという改正をしてしまえば、商標法がそのような商標の独占を認め

ているのであるから、そのような商標には独占使用により識別力が生ずることと

なろう。例えば、証明商標で表示されている地域で作られた商品であっても、その

証明商標で定められた品質基準をクリアしていない商品については侵害とする、

と規定することが考えられる。 

・そうすれば、その証明商標は、その品質基準をクリアした人しか使えなくなり、そ

の人たちだけが使用した結果、実質的な識別力のようなものが必然的に生じるこ

とが担保できるので、そのような証明商標の登録を認めてもよい、と考えればよい

のではないか。 

 

(3) 出願人の主体的要件 

・認証団体についての主体的要件は必要と考える。例えば、団体の構成員の要件を明ら

かに規定するなど。事業をしていない人や、その証明について何の実績もない人が、

いきなり証明商標の権利を取得したりするのは好ましくない。 

 

(4) 既存の周知商標との関係 

・審査においては、通常商標と同じく、既存の周知商標との関係では、4条を適用して拒

絶するようにする必要がある。 

 

(5) 証明商標権の効力 

・例えば、地名のみの証明商標の登録を認めた場合であっても、それ以外の記述的商標

の使用に対しては効力が及ばないようにする必要はある。 

 

(6) 「商標」の定義（2条）との関係について 

・通常商標の識別性について、厳格な定義を第2条に入れた場合、証明商標における識別

性はそれとは異なるので「商標」の定義に当てはまらなくなり、「証明商標」とは呼
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べなくなる。その場合は、「証明標章」にする、あるいは、証明商標に関する別個の

法律を規定する必要が生じる。 

・そのようなことを避けたいのであれば、「商標」の定義には、広い識別性を入れたう

えで、識別力のない商標を列記する形にすればよい。ただ、そのような漠然とした定

義をあえて入れる必要があるのかは疑問である。 

 

(7) 証明商標の指定商品・役務について 

・認証・証明マークを通常商標として保護する場合、現状では、証明業務（第42類）だ

けでなく、対象となりうる製品の区分についてすべて取得する必要がある。 

・権利者の費用負担は重いが、侵害の場面を考えれば、そうせざるを得ない。証明業務

だけを取得している場合、表示が付された製品とは明らかに非類似であり、商標権侵

害とはいえない。 

・費用負担軽減の方策として、認証業務における認証対象の商品と同一・類似の場合に

ついて、証明商標権のみなし侵害規定を作れば、証明業務の区分のみの権利で、多く

の商品に対して証明商標の権利が及ぶようにできる。 

・あるいは、証明商標については、料金体系だけを変更して、多数区分を取得しても同

額とする方策が考えられる。 

 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、

について、課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・例えば、証明商標権者には私権を与える、GIの権利者には私権がない、ということで、

両制度の棲み分けは可能と考える。両制度間で何らかの重複は必ず生じるので、その点

の調整規定は必要。 

 

４. その他 

 

 なし 

 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

 

ヒアリング先：Ｄ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

・多くの主要国にある制度なので、国際的ハーモナイゼーションの観点からも制度として

あったほうがよいのではないか。欧州連合（EU）でも、EU証明標章（EU certification 

mark）制度の導入が決まっている。 

・実務上のニーズがどの程度あるかについてはよくわからない。 

・日本では既に地理的表示保護制度（GI）が制定されているので、今となっては地理的表

示保護を、証明商標制度の導入理由とするのは難しいであろう。 

・但し、証明商標制度を入れるのであれば、あえて地理的表示を保護対象から除く必要は

なく、地名を含めて地理的表示も保護できるようにしたほうがよい。農林水産品以外の

分野における地理的表示を証明商標によって保護するニーズもあり得るのではないか。 

・なお、EUのcertification markは原産地表示（geographical origin）を保護対象から除

いている（Article 74a (1)1）。 

 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、

「証明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

(1) 「証明商標」の識別性についての考え方 

・ 

・証明商標の識別性は、概念的には商標の「抽象的識別性」に含まれるものである。確認

規定として、証明商標の定義（「証明商標とは」という文）を念のため入れておけばよ

い。 

・欧州連合（EU）の規定では、EU certification mark はtrade markであることが明記さ

れており、さらに、その識別性は通常商標とは若干異なり、ある人が証明したところの

商品・役務を、他のものと識別するものとして規定している（Article 74a (1)96）。 

・つまり、EU certification markは、通常のtrade markの概念の範疇（商品・役務を識別

することがその本来機能）に入るものという説明になっており、日本でも同様の説明を

すればよい。証明商標が商標の概念に入るのであれば、商標法の中に証明商標を入れる

という説明も成り立つため、新たな法律を立てる必要もない。 

 

                         
96

 Regulation(EU) 2015/2424, Article74a(1): An EU certification mark shall be an EU trade mark which is described as such when 
the mark is applied for and is capable of distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect 
of material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics, with the exception 
of geographical origin, from goods and services which are not so certified. 
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(2) 本来識別性のない証明商標の登録要件について 

・過去の特許庁産業財産権制度問題調査研究97の検討では、第3条1項3号に該当するような

本来識別性のない証明商標に何らかの要件を課すことで識別力があるものとして登録す

るとした場合、その要件として周知性は不要という議論があったと認識している。 

・要件を課すとすれば、「特定の産地・品質等が保証されていることをもって、識別性が

あると考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされていない商品・役

務との関係で識別できると考える。」（事務局提示の文言(b))を採用するのではないか。 

・但し、実務において、地名のみからなるような商標を保護する必要性は、日本ではあま

りないように思う。認証・証明マークは文字のみではなく、何らかの図形等が含まれて

いるのが一般的である。この場合には、識別性の問題は生じない。一目見て、証明され

ているものだと認識できるような商標でないと、証明商標としての機能を発揮できない。

もっとも、そのような商標は通常の商標として登録可能なのかもしれないが。 

 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、

について、課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

(1) 両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等） 

・両制度が併存することに問題はない。地理的表示保護制度（GI）は、対象が農林水産物

に限定されている一方、証明商標制度は、農林水産物だけではなく全商品・役務を保護

対象とすることができる。また、商標権を権利として付与できるという意義もある。 

(2) 調整規定の要否等 

・証明商標の概念が現行の通常商標の概念に含まれるのであれば、現状の調整規定の中で

対応できる。 

 

４. その他 

・証明商標制度を導入した場合、使用管理規定の審査をどの程度行うか、という問題があ

る。特許庁が実質的内容について審査を行うのは無理であり、形式的な審査を行うにと

どめるべきである。消費者庁や公正取引委員会のような行政機関とうまく連携して、消

費者を騙すような内容のものについては排除できるようにすることを検討する。景品表

示法、不正競争防止法などと絡めて、不適切な使用管理規則を持った証明商標の排除を

担保する方策を考えた方がよい。 

 

以上 

  

                         
97 平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する

調査研究報告書」（平成 24 年 2月、一般財団法人知的財産研究所） 



 

- 337 - 

学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

 

ヒアリング先：Ｅ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性につ

いてのお考えをお聞かせください。 

 

(1) 現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

(2) 商標法に証明商標制度を導入する必要性 

 

・現行制度で保護しきれていない認証・証明マークがそれほどあるとは思えず、さらにその中

で現実に保護すべきものはあまりないように思う。保護することによる弊害を考えると、

あえて新制度を作って保護する必要性には疑問がある。 

・品質表示については、虚偽の表示は、不正競争防止法、景表法で規制されることから、現状

で十分である。商標権の発生によって保護すべきニーズがあるようには思えない。 

・保護ニーズが一番ありそうなのは、地名だが、地域団体商標制度が既にあるので、これに加

えて地域名を保護する新たな制度をさらに作ることは適当ではないように思われる。その

ようなことをすると、あまりに商標制度が複雑になりすぎる。むしろ、地域団体商標制度

の中で、地名を保護できるような方策（保護対象を広げる）を考える方がよいのではない

か。 

・地域団体商標制度の改善について、地名のみの商標を登録できるようにした場合、従来の

「地名+商品の普通名称」であれば、地名部分は産地を表すものと需要者から理解されよう

が、地名のみの商標について、需要者がそれを商標であると認識できるか疑問であり、周

知性が登録要件として必要であろう。現実的には、地名のみの商標で、周知性の要件をク

リアするのは難しいのではないか。 

・地域団体商標の主体について、これ以上の拡大（地方公共団体など）は難しい。 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、「証

明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

(1) 商標法において、「証明商標」を保護するための登録要件として、自他商品役務の識別性

を考える場合、通常の商標の識別性とはどのような違いが考えられるでしょうか。 

証明商標が、品質について証明した事実を表示するものとして使用されると考えられるこ

とからすれば、通常の商標とは異なる特有の識別性の考え方が必要でしょうか。証明商標につ

いて特有の識別性を考える場合の法制面の課題や論点についてお聞かせください。 

 

・その商品が、単なる品質、原産地を有するということを示しているだけでは、証明商標とは

いえない。すなわち、その商品がある品質を持っているというだけでは足らず、誰かがその

ことを証明していることが必要であると考えるべきで、その誰か（証明する者）についての
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出所識別がされているのと現実的には同じことになる。したがって証明商標の保護対象（商

標の機能）は、通常の商標と同じく、出所識別であるといってよいのではないか。 

・証明商標として機能するには、需要者が証明商標を見たときに、何らかの証明団体の存在を

認識している必要がある。団体商標において、構成員が「その団体」の構成員であるという

ことを認識させる必要があるのと同じ理屈である。 

・証明のソースを認識させることが必要という点で、通常の商標で出所のソースを認識させ

る必要があるのと、広い意味では同じといえる。 

・また、需要者に対してこの人が証明している、ということを認識させるからこそ、権利が認

められる、といえる。その意味でもその機能は出所表示といえる。 

・エコマークの例で考えると、エコマークが付されている製品について、「その商品がエコで

ある」あるいは「その商品がエコマーク事務局によって認証を受けている」という2つの意

味が考えられる。つまり、その製品の「品質」といった場合、「その商品がエコだという品

質」なのか、「その商品がエコであることについて、何らかの団体が証明しているという品

質」なのか、という点を考える必要がある。「証明商標」というからには、「その商品がエ

コである」という品質だけでは足らず、それをある団体が「エコであることを証明してい

る」、というプラスがあって、初めて「証明商標」といえるのではないか。 

・証明する者との関係がないと、証明商標という商標権を設定して、商標権者による権利行使

を認めるということは肯定しがたいであろう。 

・また、ある団体が、その製品はウール100%であると証明しているのであれば、その証明自体

も品質であるという言い方もできる。 

・証明商標について、商標権者が一定の品質を担保しなければならないという義務がある、と

いうことを需要者が認識している必要があるかについては、また別の議論であり、種々の

考え方があり得る。 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係につ

いて、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、について、

課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ある製品の品質保証という観点からは、GI制度と証明商標制度を併存させる意義はあまり

ない。 

・GI制度の場合、私人が権利行使をすることができないので、権利行使のために商標権を取得

する意義はあるかもしれないが、地域団体商標制度を活用することで十分対応できるので

はないか。 

・自己使用があり得ないような商標の保護のために、証明商標制度を設けるということはあ

るかもしれない。ただそのようなニーズ、特に地域名以外のもの（「ウール100%」等）でニ

ーズがあるかは疑問ではある。 

・調整規定について、証明商標制度を入れた場合には、26条3項のような規定により、地理的

表示との調整をするのであろう。 

 

４. その他 

 

なし 

以上
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

 

ヒアリング先：Ｆ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

(1) 現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

・地域団体商標は、直接的に製品の品質の担保はしていないが、地域の活性化をめざ

す団体による自主的な商標管理・品質管理の結果として、実質上は品質も保証され

ている（担保されている）といってよいのではないか。 

・認証・証明マークについては「使用」「使用主体」についての整理が必要である。 

「証明商標」の場合、証明機関が自己の生産、販売する商品や提供する役務につい

て使用するものではないことから、「自己の業務にかかる商品又は役務について使

用」(3条1項柱書)という点については整理が必要である。 

証明商標は、「証明機関が、商品の生産者等が扱う商品の品質を証明する」という

ものであり、証明機関が、証明をした商品について自らその商標の使用をするとい

う考え方も、制度設計上ありうるのではないか。そのように考えると、2条1項の定

義上も「証明商標」は読めることとなる。 

・通常の商標であれば、使用許諾を受けた使用権者が自ら生産・販売する商品に、そ

の商標を自らを生産主体・販売主体として使用することに何の違和感もないが、証

明商標の場合、「証明機関」のみが証明主体であり、使用許諾を受けた使用権者が

自ら生産・販売する商品に、自らを証明主体として使用することとすることには(使

用権者が証明しているわけではないので)、違和感がある。 

・上記の使用許諾を受けた使用権者が自己の生産、販売する商品や提供する役務につ

いて使用する場合、商標権者の手足としての使用と解釈し得ることから、商標権者

自身の使用として理解できるのではないか。 

・上記のように解することができるとすれば、証明機関による認証・証明マークの使

用は、2条3項の使用に該当することとなる。 

 

(2) 商標法に証明商標制度を導入する必要性 

・証明機関のような団体にとって、一定のニーズはあるかもしれない。 

・地理的表示保護のニーズについては、地理的表示保護制度（GI）の登録数もそれほ

ど多くないと聞いており、どの程度あるのかよくわからない。日本の場合、シャン

パーニュ、ボルドー等のような、地名のみからなる保護すべき地理的表示があるの

だろうか。 

・地名、品質表示も、図形等が含まれれば、識別力を有することに議論の余地はなく、

通常商標として登録されるので、地理的表示（地名）のみ、品質表示のみを保護す

るニーズがどれほどあるのだろうか。 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

・品質だけの違いに基づく「識別性」の考え方について、諸外国の考え方（証明され

ている商品等とそうでない商品等を識別できる）も、一つの整理の仕方だと思う。 

・ただし、現行法に、例えば3条3項のような形で、「証明にかかる商品・役務に使用
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された結果、証明にかかる商品・役務とそれ以外を識別できる場合」のような文言

（事務局より例示）を入れるには、かなり整理が必要かもしれない。 

・また、この場合の「識別することができる」とは、どう考えるべきか、検討が必要

である。 

・そもそも商品の品質自体を保護することは商標法になじむのかという整理も必要

である。 

・特許庁の審査では、出所識別力に基づいた識別性のみを考慮して審査しており、審

査実務の観点も考慮すべきかもしれない。 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

・質疑なし。 

 

４. その他 

・証明商標制度導入の方策として、団体商標制度を拡充する考え方もある。もともと

大正10年法における団体商標では、使用規則の審査も行っていた（信州味噌など）。

平成8年改正時に、団体商標制度を導入(復活)したのはマドプロへの早期加入を目的

としたものであり、時間的な制約のある中で、「団体が構成員に使用させるための

商標について登録を受けられる」というだけのとりあえずの制度（登録の要件も効

果も通常の商標と全く同一）を作ったものである。現行の団体商標制度（7条）は、

パリ条約（7条の2）が想定し、さらに諸外国が採用しているような「証明商標的な

性格を持つ団体商標」ではないので、今後の法改正の機会には、実質的に見直して

欲しいというのが、当時の立案担当者の申し送り事項であるので、ご検討いただき

たい。 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 
 

 

ヒアリング先：Ｇ 

 

１. 認証・証明マークを保護する制度について 

 認証・証明マークの保護について、現行制度の課題及び証明商標制度を導入する必要性

についてのお考えをお聞かせください。 

 

（１）現行法の枠内において、認証・証明マークを保護することの課題・論点 

① 通常商標・団体商標・地域団体商標によって、認証・証明マークを十分に保護するこ

とができているか。 

 

・認証・証明マークは、事業者と需要者との間の「情報の非対称性」の存在という市場

の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における適切な判断をでき

るようにする機能を有すると捉えることができる。 

 

(i) 認証・証明マークの使用が、商標法以外の法律によって規制されている場合： 

・そうした認証・証明マークを商標法で保護することができれば、商品に付された

マークをみて、需要者が、認証・証明をした主体を識別できることになる。 

・しかし、そもそもこうしたマークが存在する意味は、証明の主体が誰であるか及

びその主体の信用情報をいちいち調べなくても、マークの存在のみで品質等の保

証の有無が明らかになることが、需要者の特定の商品やサービスの選択が適切に

行えるようになることを意味する。その認証・証明そのものに信用があるかどう

かは、認証・証明マークの使用が商標法以外の法律によって規制されていること

によって法的に担保されているので、そうしたマークを重ねて商標で保護する実

益がないように思われる。 

 

(ⅱ) 認証・証明マークの使用が、商標法以外の法律によって規制されていない場合： 

・その認証・証明そのものに信用があるかどうかについて、法的に担保されていな

いので、認証・証明そのものの信用を、認証・証明を行う主体の商標の保護（つ

まり、証明主体の信用を保護）によって担保することができるので、そうしたマ

ークを重ねて商標で保護する実益がある。 

 

・保護する実益があると考えられる場合に、既存の通常商標・団体商標・地域団体商標

によって認証・証明マークの保護が十分にされているかについて考えると、これらの

商標によって認証・証明マークを保護できる場合もあると思われる。 

 

・通常商標・団体商標の場合には、需要者が、当該認証・証明マークを「商品・役務の

出所表示」と認識せずに、証明する業務を行うものの識別表示であると認識すること

ができれば、認証・証明マークを保護できているといえる。 

・しかし、ある認証・証明マークが、必ずしもそのような認識をもって、需要者に受け

取られるとはいえないので（主体識別力の欠如）、通常商標・団体商標・地域団体商標

によって、認証・証明マークを十分に保護することができているとはいえない。 
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・もっとも、そのことが、認証・証明マークが、商標法制度以外の法制度も含めた全体

として、十分な保護を受けていないといえるわけではない。というのは、前述した(i)

の場合、認証・証明マークの利益は十分に享受されているといいうるからである。 

 

 

② 地理的表示・品質表示等のみからなる認証・証明マークに対する保護は十分か。 

 

(ⅰ) 地理的表示のみからなる認証・証明マークについて 

・現行制度における地域団体商標による保護について検討すると、地域団体商標は、特

定の地域を出所とする商品であることを識別させ、他の地域との比較の中で、特定の

地域を出所とする商品は特徴的な品質をもった商品であるとの品質保証を果たし、消

費者のサーチ費用を低減させることを目的とするものと捉えることもできると言わ

れている98。これは地域を出所とする新しい考え方であるといえる。その意味では、地

域団体商標自体が、出所や品質に関する認証・証明マークとして、実質的に機能する

ことが多くの場合ありうると考えられる。 

・特に、地域団体商標の場合、指定商品・役務は、特定地域の産品に限定されている（例

「兵庫県産の和牛の肉」）。そのことの法的意味としては、その地域以外の産品につい

て商標権者は、当該商標に関して、少なくとも専用権はもたないが、類似の範囲では

禁止権をもつということを意味する（神戸産ではない和牛の肉に対して、専用権は持

たないが、類似と判断される範囲で、禁止権をもつ）。その意味では、上記の説によれ

ば、特定の地域を出所とする商品であるという、少なくとも「地理的な出所」につい

て消費者に適切な情報を与えることについて、商標法制度自体により、ある程度担保

されていると考えられる。 

・しかし、地域団体商標制度は、商品の持つ「地理的な出所以外の品質」（上記例でいえ

ば、肉の脂分の含有率など）があることを法的に担保するものではない（国際的な地

理的表示は、土地に固有の品質（テロワール）のようなものをも含むといわれるが、

そうした確立した品質が存在することについて、地域団体商標は法的に担保（保証）

していない）。 

・したがって、地域団体商標では保護されない品質に関する情報について、品質保証機

能が強い証明商標制度を導入する意義はあると考える。 

 

(ⅱ) 地理的表示以外で、品質表示等のみからなる認証・証明マーク 

・品質表示等のみからなる認証・証明マークに対する保護が十分であるかどうかは、そ

れを保護する必要性や社会的利益との相関関係で決まる。 

・ある商品・サービスの分野において、商品の品質について「証明競争」のような市場

が想定される場合、需要者が一般的に認証・証明主体の識別を期待することは困難な

のことを考慮すると、この「証明競争」の市場を活性化するために、政策的に、識別

力の要件を緩和し、商標による保護を充実させることも考えられる。 

・実際は、品質表示のみからなる表示（「ウール100%」など）を保護するニーズがあるか

は疑問ではある。やはり何らかの図形を含んだマークの方が、証明マークとして、消

費者により訴求するのではないか。 

 

                         
98 前田 健、地域団体商標制度の意義について、知的財産法の挑戦 / 同志社大学知的財産法研究会編、235-263 頁、弘

文堂、2013 
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(a) 認証・証明マークの使用が、商標法以外の法律によって規制されている場合： 

・この点、品質表示等のみかならなる認証・証明マークが、商標法以外の法律によっ

て規制されている分野の場合、「証明競争」の市場を活性化する意義はあまりないか

もしれない。しかし、識別力の要件を緩和すれば、商標の登録を認めることを認め

れば、発展途上の地域ブランドの識別力を緩和して商標登録を認めた地域団体商標

と同様に、証明主体に関する需要者の識別力が向上することも想定される。また、

商標法以外の法律によって証明主体が規制されている場合であれば、品質表示等の

みからなる認証・証明マークを、商標によって保護しても、弊害は少ないと思われ

る。 

 

(b) 認証・証明マークの使用が、商標法以外の法律によって規制されていない場合： 

・これに対して、品質表示等のみかならなる認証・証明マークが、商標法以外の法律

によって規律を受けてない分野の場合には、情報の非対称性を克服するために、証

明に関する情報を需要者に与える潜在的必要性（ニーズ）がある場合もあるかと思

われる（そうでない場合もあるかもしれない）。つまり、商標法以外の法律で消費者

保護が担保できておらず、消費者が商品選択のための十分な情報が与えられていな

い状況も考えられる。 

・この場合に、政策的に、識別力の要件を緩和し、商標による保護を充実させる必要

性が高いともいえる。もっとも、品質表示等のみからなる認証・証明マークの商標

登録を、特定の事業者に認めることは、「証明競争」の市場を活性化することにはつ

ながらない。他方で、適切な事業者が認証・証明マークの商標権をもてば、需要者

にとっては利益が生じる可能性がある。適切な事業者かどうかは、①消費者保護の

観点や、②独占適応性の観点、③産業上の積極的な利益の有無を踏まえて、制度設

計に際して考慮していくことになるだろう。 

 

（２） 商標法に証明商標制度を導入する必要性 

(ⅰ) 証明商標制度で保護すべき対象 

・証明商標制度で保護すべき対象については、原則としては、限定する必要はないと

思われるが、商標法以外の法律で、当該証明・認証マークが規律されているかどう

か（抵触が生じ得るか）によって区別し、全体の法体系において、矛盾が生じない

ように配慮する必要がある。（地理的表示保護法等、また商標法内では地域団体商標

との整合性） 

 

(ⅱ) 認証・証明マークの保護に関し、現行法で保護が十分でないと考えられる点 

・保護が十分でないかどうかは、登録は多いが保護が十分でない場合と、保護されに

くいので登録数が少ない、という状況が考えられる。ニーズについては把握してい

ないが、制度を作ることによって新たなニーズの掘り起こしにつながるかもしれな

い。産地を証明するような表示、産地に基づく品質を保証している表示の保護はニ

ーズがあるかもしれない。 

・現行法において、証明すること等を指定役務とする事業者の商標登録が少ないのだ

とすれば、その必要がないか、または、必要があるにもかかわらず、制約が大きい

ためであると考えられる。前者に関しては、法体系全体としてみれば、保護が十分

でないとはいいにくいが、それでも、他の法律の規律よりも、商標法が適切な保護

を与えることができる場合も考えられるので（地理的表示を地理的表示マークで保
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護するのではなく、商標法で保護したほうがメリットが大きいといえるのであれば、

そのようなケース）、現行商標法の保護が十分でないといいうる場合もある。 

・また、後者については、保護が十分でないといえる場合もありうる。具体的には、地

理的表示・品質表示等のみからなる認証・証明マークについては、識別性の要件か

らは、登録に制限があるので、事業者のニーズあるいは社会的ニーズがあるにもか

かわらず、保護がなされていないという状況があるかもしれない。それぞれについ

て、検証する必要があると思われる。 

 

（ⅲ） 証明商標制度導入の考え方 

・需要者の数が多い商品・サービスの分野において、複数の証明団体が参入し、「証明

競争」のような市場が想定される場合、需要者が一般的に認証・証明主体の識別を期

待することは困難なことを考慮すると、商標であれば、事業者の努力によりそのマー

クに対する信用を蓄積することができることから、この「証明競争」の市場を活性化

するために、政策的に、識別力の要件を緩和し、商標による保護を充実させることも

考えられる。 

・ただし、認証・証明マークは、事業者と需要者（消費者）との間の「情報の非対称

性」の存在という市場の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場にお

ける適切な判断をできるようにする機能を有するものとして存在する。そのため、

マークが乱立することで、情報量が過多となり、かえって需要者が適切な判断をで

きなくなる状況が生じるようになることは望ましくない。ただ、その点は、（消費者

の保護や市場の規制に関する）商標法以外の法律によって、規制する部分とも思わ

れる。 

 

 

２. 「証明商標」の識別性について 

商標法に認証・証明マークの保護に関する特別な証明商標制度を導入するとした場合、「証

明商標」の識別性についてどのように考えるべきか、お考えをお聞かせください。 

 

(1) 証明商標の「需要者」についての考え方 

・認証・証明に関しては、少なくとも商標法以外の法規制においては、情報の非対称性

という状況の下、消費者保護という観点で、設けられているという側面がある。その

ため、単に「需要者」とひとくくりにしてしまうと、需要者のなかでも、消費者と事

業者の立場の違いをうまく区別できないことになる。また、このことから、通常の商

標とは異なる特有の識別性の考え方が必要になる。 

・認証・証明マークは、事業者と需要者との間の「情報の非対称性」の存在という市場

の構造に対して、需要者に情報を与えることにより、市場における適切な判断をでき

るようにする機能を有すると捉えることができる。 

 

(2) 証明商標の識別性の考え方 

・その場合、証明商標の機能として期待されているのは、品質等保証機能である。その

ように捉えた場合、需要者側（特に消費者である場合）に、証明に関する自他識別力

（出所表示機能に基づく識別性）の獲得を期待することは、ある意味でナンセンスで

ある。なお、ここでいう品質保証機能は、従来の品質保証機能（出所に付随する一定

の品質）ではない別の機能であり、特定の品質を担保する機能のようなものである。 
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・証明されている品質がある一定の基準以上であることにより、その製品の品質を誰か

がコントロールしている、ということを需要者が認識できるようなものであれば、そ

の証明商標について、識別力があると考えてよいのではないか。 

・出所表示機能を全く有しないとしてしまうと、現在の商標とは全く別のものになり、

商標法での保護が難しくなると考えられる。地域団体商標と同じく何らかの出所表示

機能も有するものとして考えるべきである。 

・証明主体自体が識別力（出所表示）を獲得する場合以外に、その証明商標を識別力が

あるものとして認めていくには、「地域としての識別性」（上述1(1)②(ⅰ)、「地域を出

所」とする考え方）のような、新たな概念を導入する必要が出てくるのではないか。 

・他方、ある商品・役務に関して、認証・証明市場が存在し、そこでの需要者が情報の

非対称性のない当事者であるとすれば（事業者であることが多いと推測される）、証

明主体の識別ということは考えられる。その場合、証明商標の機能にも出所表示とし

ての機能が強く見られることになる。 

 

(3) 証明商標の導入方策について 

・団体商標の枠組みの中で証明商標を導入するのであれば（「団体証明商標」等として）、

何らかの証明主体に基づく出所表示と考えることができ、識別性の説明はしやすい。

その場合、主体はその認証団体のみなのか、構成員として他の事業者も含むものとす

るか、検討の余地がある。 

・一つの業界に多数の証明商標が乱立することは需要者（消費者）の立場からは望ま

しくない。何らかの予防策、例えば、主体である認証団体の周知度、証明業務の実績

等を登録の際に考慮することも考えられる。但し、仮に多くの証明商標が登録になっ

たとしても、消費者の選択によって淘汰されていくようにも思える。 

 

(4) 特に地名のみ、又は品質表示のみからなる「証明商標」を登録する場合の識別性 

・特に地名のみ、又は品質表示のみからなる「証明商標」は、本来は識別性を有しない。

しかし、３条２項で登録できる場合は想定される。３条２項は出所表示機能の観点か

ら、使用による識別性の取得に基づき登録を認める条項である。 

・他方、前述のとおり、証明商標については、多くの場合、品質等保証機能が期待され

ており、出所表示としての機能として期待されている場面は限定的であるといえる。

問題となる市場の状況によって、異なるといえる。 

・したがって、ケースバイケースの判断が求められると思われるので、(a) 周知性（例

えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を認める場合と、(b) 特定の

産地・品質等が保証されていることをもって、「識別性がある」と考える場合、両方

を考慮することが考えられる。団体商標の一類型として導入するのであれば、周知性

を要件とすることも考えられる。 

・なお、(a)の要件について、指定される役務を限定することで、想定される需要者を

限定し、周知性の要件を満たす場合を緩和するという方法もありうる。 

 

 

３. 地理的表示保護制度（GI）との関係 

地理的表示保護制度（GI）と証明商標制度が併存することになった場合の両制度の関係

について、①両制度が併存する意義（制度としての棲み分け等）、②調整規定の要否等、に

ついて、課題・論点があれば、お聞かせください。 
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(1) 既存制度の整理と現状の課題について 

・前提として、地理的表示保護制度と地域団体商標制度との関係について整理する。と

いうのは、証明商標制度ができれば、産地の証明について、地域団体商標制度の登録

団体が運用することが、多くの場合想定されるからである。現在、地理的表示保護制

度と地域団体商標制度が併存している。しかし、両者を重ねて登録する場合には慎重

な配慮が必要であると考えている。 

 

(ⅰ) 地域団体商標 

・地域団体商標の場合、地域の団体が一丸となって地域ブランドを育てていく一方で、

その地域の団体が地域ブランドを独占的に使用できる。 

・当該地域に新規参入者が生じたとしても、地域団体商標を登録している団体に構成

員として加入するのであれば、契約等によって地域団体商標以外の商標の使用を禁

じることも可能であろう。 

(ⅱ) 地理的表示保護制度 

・他方で、地理的表示を登録した場合、登録を受けた生産者団体の構成員たる生産業

者は、当該特定農林水産物等について地理的表示を使用することができる。この際、

登録を受ける生産者団体は、法令、約款等に加入の自由を定めることが必要であり、

正当な理由なく加入を拒んだり、困難な条件を付してはならないとされている(2

条 5 項)。一つの生産地にいくつもの生産者団体がある場合、生産行程管理業務を

行う生産者団体は、共同で登録の申請を行うこともできるほか（7 条 3 項）、追加

の登録を受けることも可能である（15 条）。 

(ⅲ) 地理的表示保護制度における追加登録の問題 

・地理的表示保護制度における追加登録の場合は問題がある。既登録の地理的表示

があれば、当該地域に外部から参入した法人等が生産行程管理業務を行う生産者

団体として追加の登録を受け、地域団体商標とは異なる商標を使用して、特定農

林水産物等の展開をすることもできる。 

・地域を代表する団体が地域団体商標を登録していたとしても、独自の生産行程管

理業務を行う別の生産者団体が同じ地理的表示を使用することを禁止すること

はできない（商標法 26 条 3 項）。地域団体商標の運用について行動を共にしてい

ない生産者団体は、「地理的表示」と「自己の商標」と「登録標章（GI マーク）」

をパッケージに記載して使用する可能性があるので、それが長く続くと地域団体

商標の周知性は次第に弱まっていく可能性もある。 

 

(2) 既存の制度と証明商標制度の関係について 

・証明商標制度ができた場合、特定の事業者（地域団体商標の主体である団体であるこ

とも多いと思われるが）が、証明に関して差別的な取り扱いをしないことについて、

加入自由性の担保と同程度の法的保障が求められると思われる（無効・取消など）。 

・証明商標制度ができれば、産地の証明について、地域団体商標制度の登録団体が運用

することが、多くの場合想定されるので、当該団体の構成員が証明をうける限り、あ

まり問題はないと思われる。 

・しかし、少なくとも現行法では、既登録の地理的表示がある場合に、当該地域に外部

から参入した法人等が生産行程管理業務を行う生産者団体として追加の登録を受け

た後、地域団体に加盟しない状況でも、地域団体商標とは異なる商標を使用して、特

定農林水産物等の展開をすることもできる。 
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・現行法ではそうであるが、そのことが証明商標制度を導入した場合に、できなくなる

ことを認めてよいかが問題になる。これは、「品質」の保証機能、消費者保護機能にフ

ォーカスした地理的表示保護制度と、同様の機能を持つ証明商標制度の導入が生み出

す新たな論点となるかと思われる。（なお、地域団体商標は通常商標と同じく、あくま

で団体の出所識別力にフォーカスした制度である） 

・地理的表示との関係では、既得権者（生産者団体）がいる場合には、両者の併存を認

める制度設計にしないと、商標法の改正によって、地理的表示保護法における事業者

の利益を一方的に奪うことになる。同様に、品質保証表示を持つ他の法律との関係に

おいて、現行 26 条 3 項のような調整規定が必要かもしれない。 

 

4. その他 

・証明商標が、事後的に、普通名称化（一般名称化）する場合を認めるかどうか検討が必

要である。なお、日本の地理的表示保護制度の場合、いったん登録された地理的表示が、

普通名称化（一般名称化）する場合について、法律には規定がない。EUの制度では、い

ったん登録された地理的表示は一般名称化しないという原則なので（また、この点がEU

地理的表示として登録する 大のメリットでもある）、外国の地理的表示が日本で証明

商標として登録されることなどを考えて、対外的な考慮（一般名称化しないというメリ

ットを規定する等）をしておくべきだと思われる。 

 

 

以上 
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資料Ⅱ―１ 海外質問票（「商標」の定義） 

 

１．「商標」の定義の変遷について 

（１）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定

（施行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規

定（施行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語

や識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び

現行法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

①過去の「商標」の定義規定 

 施行日：（          ） 

 法律名、条文番号：

（                           ） 

 条文：

（                              ） 

 

 施行日：（          ） 

 法律名、条文番号：

（                              ） 

 条文：

（                              ） 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

 施行日：（          ） 

 法律名、条文番号：

（                              ） 

 条文：

（                              ） 

 

（２）－１ 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における

「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

□自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）

であることを認識できること）を意味している。 

 □主に、出所表示の識別性を意味している。 

 □上記に加え、品質保証の識別性をも含んでいる。 

 □その他

（                              ） 

 

（２）－２ 

上記（２）－１に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所

表示の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば

教えてください。（判例1件につきMax800字程度） 

 

＜参考裁判例（日本）＞ 

FRED PERRY 高裁平15.2.27(平14（受）1100) 別紙参照 

 

（３）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義規定に「識別性」を規

定した理由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に

併せて法制度を見直したためなど。 

 理由、経緯：

（                              ） 

 

２．「識別性」について 

（１）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関

する拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 条文番号：（                                  

 条文：（                                    

 

（２）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定さ

れている場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関

係（考え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、ど

のようなものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが

定義規定ではなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか。 

（                              ） 

 

（３）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、

識別性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定があ

る場合は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 条文番号：（                         ） 

 条文：

（                              ） 

 要件：

（                              ） 

 

（４）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文

字等を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まな

い文字等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定

の条文番号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

□ある 

 条文番号：

（                              ） 

 条文：

（                              ） 

 規定内容： 

 □商標権の効力が及ばない 

 □異議申立、無効審判の申立人／請求人や申立期間／請求期間に特則

がある 

 □そのほか

（                              ） 

□ない 

 

（５）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、

侵害訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」

の有無が争点となることはよくあることでしょうか。 すなわち、識別

性がないから商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に

主張するのでしょうか。 

□はい 

□いいえ 

 

（６）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵

害訴訟における主張・立証の責任に関連していますか。 

□識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）

にある 

 □定義に「識別性」があるので、その登録商標に識別性を有しないこ

とは被告側（被疑侵害者側）が主張・立証する必要がある。 

 □定義の「識別性」とは無関係に、その登録商標に識別性を有しない

ことは被告側（被疑侵害者側）が主張・立証する必要がある。 

 □その他

（                              ） 

 

□識別性を有することの主張・立証責任は、原告側（権利者側）にある 

 □定義に「識別性」があるが、その登録商標に「識別性」を有してい

ることは原告側（権利者側）が主張・立証する必要がある。 

 □定義の「識別性」とは無関係に、その登録商標に「識別性」を有し

ていることは原告側（権利者側）が主張・立証する必要がある。 

 □その他

（                                

） 

 

３．使用（「商標的使用」）について 

（１）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文

番号、条文）を教えてください。 

条文番号：

（                             ） 

条文：

（                             ） 

 

（２）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する

態様で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使

用」にあたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文など

で明示的に規定されていますか。  

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

□規定されている 

条文番号：（                       ） 

条文：

（                             ） 

 

□規定されていない 

 □そのような考え方がそもそもないため 

 □「商標」の定義に「識別性」があるため 

 □裁判例や運用等で、そのような考え方が確立しているため 

 □その他

（                              ） 

 

（３）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

□定義の識別性の規定では不十分なので補完あるいは限定している。 
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□単なる確認規定 

□そのほか

（                              ） 

 

（４）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、

商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく

不使用取消事件でも適用されるのでしょうか。すなわち、不使用取消事

件における商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を

発揮する態様での使用に限定されるのでしょうか。 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟

での適用基準（判断基準）は同じでしょうか。 

□商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判に

も適用される 

 □侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

 □侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は相違する 

  ➡どのように相違するのでしょうか。 

     

(                               ) 

 

□商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判に

は適用されない 

以上 

 

別紙 

参考裁判例（日本）： FRED PERRY 高裁平15.2.27(平14（受）1100) 

［事案の概要］ 

・並行輸入が認められるか否かで争われた事件である。 

・本件登録商標 

 

① 当事者の契約内容 

・日本を除く、フレッドペリー商標権者であるフレツドペリースポーツ

社（ＦＰＳ社：日本以外の商標権者・ライセンサー）は、オシア社（ラ

イセンシー）とポロシャツ等を対象に商標使用許諾の契約を結んでい

る。 

・契約には、製造地域制限条項が含まれており、ライセンシーであるオ

シア社の製造販売は、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ブル

ネイに限定され、また、製造者制限条項により、下請け製造させる場合

は、ライセンサーであるＦＰＳ社の承認が義務づけられている。 

② 事実関係 

・オシア社は、契約商品ポロシャツを、契約地域外の中国で下請け製造

させていた。 

・日本の輸入販売業者が契約地域外の中国で下請け製造された本件商品

を輸入販売したところ、ＦＰＳ社の親会社で、フレッドペリー商標の日

本の商標権者であるヒットユニオン社（日本の商標権者）が、係る輸入

販売は自己の商標権を侵害するものであることを主張して争った。 

 

［争点］ 

・商標権者ＦＰＳ社から、製造地域をシンガポール、インドネシア、マ

レーシア、ブルネイに制限され、かつ下請け製造についても届出を義務

付けられた商標ライセンスを受けた製造業者が、製造契約地域外の中国

で製造させた本件商品ポロシャツを日本へ輸入する行為は、真正商品の

並行輸入として認められるか否かにある。 

 

［判旨（商標識別性に関しする部分の抜粋）］ 

本件商品は、シンガポール共和国外３か国において本件登録商標と同一

の商標の使用許諾を受けたオシア社（ライセンシー）が、商標権者の同

意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させた

ものであり、本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱し

て製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害

するものである。 

また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商

品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重

要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商

品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と日本の輸入販売業

者が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが本件登録商標が保証す

る品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機

能が害されるおそれがある。               以上 
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海外質問票調査（「商標」の定義） ①米国 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や

識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行

法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1946年7月5日 

法律名、条文番号： 

U.S.商標法、 Public Law No.79-489、「取引において使用されている商標

の登録及び保護の規定、特定の国際条約の条項の実施並びにその他の目的

のための法」、第Ｘ編－解釈及び定義 第45条 

条文： 

No.79-489 

「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、

製造又は販売するものによって採択され使用されたものであって、その者

の商品を特定し、それを他人が製造するものから識別するもの 

 

「サービスマーク」という用語は、サービスの提供又は広告に使用される

マークであって、その者のサービスを特定し、それを他人のサービスから

識別するものであって、ラジオ又は商業的に使用される他の広告のマー

ク、名称、記号、題号、名称、スローガン、キャラクター名及び識別性の

ある特徴を含むがそれに限定されない。 

 

施行日：1962年10月9日 

法律名、条文番号： 

U.S.商標法、Public Law No.87-772、「取引において使用されている商標

の登録及び保護の規定、特定の国際条約の条項の実施並びにその他の目的

のための法」、承認日：1946年7月5日、その後の改正を含む、第21条 

条文：「商標」の定義規定は改正無し 

 

No.87-772 

「サービスマーク」という用語は、サービスの提供又は広告に使用される

マークであって、その者のサービスを特定し、それを他人のサービスから

識別するものである。ラジオ又はテレビ番組の題名、キャラクター名及び

その他の識別性のある特徴は、それら又はその番組がスポンサーの商品を

広告するものであっても、サービスマークとして登録することができる。 

 

施行日：1984年11月8日 

法律名、条文番号： 

U.S.商標法、Public Law No.98-620 -Trademark Clarification Act of 

1984、Title I、Sec.103 

条文： 

No.98-620 

「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、

製造又は販売するものによって採択され使用されたものであって、その者

の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、

その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにある

もの 

 

「サービスマーク」という用語は、サービスの提供又は広告に使用される

マークであって、その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを

特定し、それを他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、

それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。 

 

施行日：1988年11月6日 

法律名、条文番号： 

U.S.商標法、Public law No.100-667-Trademark Law Revision Act、

Section 134-Construction and Definitions 

条文： 

No.100-667 

「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、

次の条件に該当するものを含む。 

(1)ある者によって使用されているか、又は 

(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、か

つ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであっ

て、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が

製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知ら

れていない場合でも、表示することにあるもの  

 

サービスマーク。「サービスマーク」という用語は、語、名称、記号若しく

は図形又はその結合であって、次の条件に該当するものを意味する。 

(1)ある者によって使用されているか、又は 

(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、か

つ、この章によって制定された主登録簿ヘの登録を出願するものであっ

て、その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを特定し、それ

を他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、それが知ら

れていない場合でも、表示することにあるもの。ラジオ又はテレビ番組の

題名、キャラクター名及びその他の識別性のある特徴は、それら又はその

番組がスポンサーの商品を広告するものであっても、サービスマークとし

て登録することができる。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：2011年9月16日 

法律名、条文番号：U.S.商標法、§45(15 U.S.C.§1127) 

条文： 

第45条 

商標。「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合で

あり、次の条件に該当するものを含む。 

(1)ある者によって使用されているか、又は 

(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、か

つ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであっ

て、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が

製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知ら

れていない場合でも、表示することにあるもの 

 

サービスマーク。「サービスマーク」という用語は、語、名称、記号若しく

は図形又はその結合であって、次の条件に該当するものを意味する。 

(1)ある者によって使用されているか、又は 

(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、か

つ、この章によって制定された主登録簿ヘの登録を出願するものであっ

て、その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを特定し、それ

を他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、それが知ら

れていない場合でも、表示することにあるもの。ラジオ又はテレビ番組の

題名、キャラクター名及びその他の識別性のある特徴は、それら又はその

番組がスポンサーの商品を広告するものであっても、サービスマークとし

て登録することができる。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

 ■上記に加え、品質保証の識別性をも含んでいる。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

標章が識別性を有することは、商標権侵害が認定されるための必須条件と

なっている。Lahoti v. Vericheck Inc.、586F.3d 1190、92 USPQ2d 1641

（9th Circ.2009）、その後の訴訟手続のLahoti v. Vericheck Inc.、636 

F.3d 501、505-506、97 U.S.P.Q.2d 1878(9th Cir.2011)（「暗示的商標は、

本質的に識別性を有するが、使用による識別性（secondary meaning）を

有しない記述的商標は識別性を有さず、商標による保護を受けることがで

きない」）；Tana v. Dantanna’s、611 F.3d 767、772、96 U.S.P.Q.2d 1001

（11th Cir.2010）（識別性のない表示は、「ランハム法の下でコモンロー商

標としての連邦登録又は保護」を受ける適格性を有さない）を参照。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

識別性の概念は、米国の商標法が策定された当初から含まれていた。それ

は、識別性の概念がなければ、出所表示が存在できないものだからである。

また、識別性を保護を受けるための要件とすることにより、類似商品を販

売するための競合者の努力を損ないかねないという意味での「言語的な独

占」が回避される。Landscape Forms、 Inc. v.Columbia Cascade Co.、

113 F.3d 373、42 U.S.PQ.2d 1641 (2d Cir.1997) 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 
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条文番号：§2(e)、(1 5 U.S.C.§1052(e) 

条文： 

第2条 

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性

質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただ

し、その商標が次に該当するときはこの限りでない。(e)次の標章から成

ること。 

(1)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品

を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの； 

(2)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理

的にこれらの商品を記述するもの。ただし、原産地表示として本巻第1054

条に基づいて登録することができるものを除く； 

(3)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理

的にこれらの商品を欺瞞的に記述するもの； 

(4)主として氏姓であるにすぎないもの；又は 

(5)全体として機能的である事項を含むもの 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

「識別性」それ自体は、米国法規における「商標」の定義で具体的に取り

上げられていないが、商標は商品及び役務を「識別及び区別し」なければ

ならないので、識別性という概念は組み込まれているものだといえる。前

記の商標法第2条(e)(4)で特定されている種類の商標は登録のための絶対

的拒絶理由となるが、これは後述（３）の場合を除き、出所表示能力を欠

くためである。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：§2 (f)(15 U.S.C.§1052(f) 

条文： 

第2条(f)  

(a)、(b)、(c)、(d)、(e)(3)及び(e)(5)において明示して除外されている

場合を除き、本条のいかなる規定も、出願人が使用する標章であって、取

引において、出願人の商品を識別することができるようになっているもの

の登録を妨げない。長官は、識別性の主張がなされる日前5年間にわたる、

出願人によるその標章の取引における実質的に排他的かつ継続的な標章

としての使用の証拠を、当該標章が取引において、出願人の商品に付して

又は関連して使用される場合に、識別性を有するようになっている一応の

証拠として承認することができる。本条のいかなる規定も、標章であって、

出願人の商品について使用される場合に、主としてそれらの商品について

地理的に欺瞞的に記述するものであり、かつ、北米自由貿易協定施行法の

制定日前に、出願人の商品について取引における識別性を有することにな

っていたものの登録を妨げない。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈

化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章については、第13

条に基づいて提起される手続に従う場合に限り、その登録を拒絶すること

ができる。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による

希釈化を生じさせる虞のある標章の登録は、第14条又は第24条の何れかに

基 づく手続に従って取り消すことができる。 

 要件： 

獲得された識別性は、いくつかの要因を考慮してケースバイケースで判断

される。例えば、標章の使用期間、売上高（数量・ドル額）、広告・販売促

進の努力とその期間、第三者による当該標章の認知度、メディア報道、映

画やテレビ番組の中でのプロダクト・プレイスメントなどが考慮される。

商標出願人が関連消費者集団にその標章を見せるものであれば、どのよう

なものであれ、立派な証拠となる。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：§14(15 U.S.C.§1064) 

条文： 

第14条 

依拠する理由を記載した、商標の登録を取り消すための請願書は、所定の

手数料の納付を条件とし、何人も、この章によって設定される主登録簿へ

の又は1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく標章の

登録によって、同人が、本巻第 1125条(c)に基づく不鮮明化による希釈化

又は質の低下による希釈化の虞の結果であるものを含め、損害を受けてお

り又は受けることになると考えるときは、次の時期に提出することができ

る。 

(3)次に該当するときはいつでも。すなわち、登録標章が、その登録に係る

商品若しくはサービス、又はその一部に関して一般名称となるとき、又は

機能的であるとき、又は放棄されているとき、又はその登録が詐欺により、

若しくはこの章に基づく登録についての本巻第1054条又は第1052条(a)、

(b)若しくは(c)の規定に違反して又は前記諸法に基づく登録に関する該

当先行法の類似の禁止規定に違反して取得されたとき、又は登録商標が、

商品若しくはサービスであって、それに付して若しくは関連してその標章

が使用されているものの出所を不実表示する結果となるように、登録人に

よって若しくはその許可を得て使用されているとき。登録標章が、その登

録に係る商品又はサービスの全部ではないものについて一般名称となっ

ている場合は、対象をそれらの商品又はサービスに限定した登録取消請願

書を提出することができる。登録標章は、当該標章が独特の製品又はサー

ビスの名称として又はそれを特定するためにも使用されているという理

由のみによっては、商品又はサービスの一般名称であるとはみなされな

い。購入者誘導よりは、関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を、

登録標章が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその

標章が使用 されているものの一般名称となっているか否を判断する上で

の基準とする。 

 規定内容： 

上記の条文の所に述べたとおり、取消しを利用することができる。15 

U.S.C. 1062が具体的に記述的標章に言及していない一方で、同法は、登

録標章が記述的であることを根拠として取消訴訟を許可するものと解釈

されている。ただし、その訴訟は、登録証の発行から5年以内になされなけ

ればならない。さらに、検討される標章が一部分のみの場合にも、当該標

章全体が同法の要件を満たしていなければならない。 

 

条文番号：§33(b)(1 5 U.S.C. 1115） 

条文： 

第33条 

(b)登録標章を使用する権利についての当該確定証拠は、本巻第1114条に

定義する侵害の証明の適用に従い、かつ、次の抗弁又は瑕疵に従うものと

する。 

(4)侵害であると告発されている名称、用語又は図形の使用が、標章とし

ての使用ではなく、当事者の自己の業務に関する個人名の使用、若しくは

当該当事者と関係を有するものの個人名の使用、又は当該当事者の商品若

しくはサービス又はそれらの原産地を記述し、公正かつ善意で使用されて

いる用語又は図形の使用であること、又は 

(8)標章が機能的であること 

規定内容： 

■ 防御（Defense） 

 

条文番号：§45 (15 U.S.C. §1127) 

条文： 

第45条 

標章の放棄。標章は、次の事情の何れかが生じたときに、「放棄された」も

のとみなす。 

(2)不作為及び委任行為を含め、所有者の行為の経過により、その商標が、

商品又はサービスであって、それに付して又は関連して商標が使用される

ものについての一般名称となるか又はそれ以外の形で標章としての意義

を喪失させる結果となったこと。購入者誘導は、この本号に基づく放棄に

ついての決定基準としないものとする。もっともらしい模造。 

規定内容： 

■ 放棄（Abandonment） 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？ すなわち、識別性がない

から商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するの

でしょうか？ 

 

■いいえ 

被告側は「一般的に」そのような主張をしない。被告は、連邦民事訴訟規

則の第11規則に基づく制裁を賦課される可能性があることを理由として、

ある標章に識別性がないと根拠なく主張してはならないのである。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

■識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）に

ある。 

主張された標章が、主登録簿の連邦登録の対象であるか否かによって異な

ってくる。当該標章が主登録簿に連邦登録されているのであれば、当該標

章が有効であるとの推定が成立する（つまり、識別性がある）。この推定は

被告による反証が可能なものである。反証がされた場合には、立証責任は
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原告が負うことになる。第33条（a）（15 U.S.C 1115(a)）を参照。当該標

章がコモンロー標章である場合、その標章が識別性を有するものであるこ

とについての立証責任は、原告が負うことになる。 

 

■識別性を有することの主張・立証責任は、原告側（権利者側）にある。 

コモンロー標章の場合は、その標章が識別性を有するものであることにつ

いての立証責任は、原告が負うことになる。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：Section45、15 U.S.C.Section 1127 

条文： 

第45条 

取引における使用。「取引における使用」という用語は、通常の商行為の過

程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保す

るために行われるものではないものを意味する。この章の適用上、標章は、

次の条件に該当している場合に、取引において使用されているとみなす。 

(1)商品については、 

(A)それがいかなる方法であれ、商品若しくはその容器若しくはそれに関

連する表示物に、又はそれに添付されるタグ若しくはラベルに付され、又

はその商品の性質上そのように付すことができないときは、その商品若し

くはその販売に関する書類に付され、かつ 

(B)その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合、及び 

(2)サービスについては、それが、サービスの販売又は広告において使用

若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又

はそのサービスが2以上の州において、又は合衆国及び外国において提供

され、かつ、サービスを提供する者がそのサービスに関連する取引に従事

している場合 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されている 

条文番号：Section 45、15 U.S.C. Section 1127 

条文： 

第45条 

取引における使用。「取引における使用」という用語は、通常の商行為の過

程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保す

るために行われるものではないものを意味する。この章の適用上、標章は、

次の条件に該当している場合に、取引において使用されているとみなす。 

(1)商品については、 

(A)それがいかなる方法であれ、商品若しくはその容器若しくはそれに関

連する表示物に、又はそれに添付されるタグ若しくはラベルに付され、又

はその商品の性質上そのように付すことができないときは、その商品若し

くはその販売に関する書類に付され、かつ 

(B)その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合、及び 

(2)サービスについては、それが、サービスの販売又は広告において使用

若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又

はそのサービスが2以上の州において、又は合衆国及び外国において提供

され、かつ、サービスを提供する者がそのサービスに関連する取引に従事

している場合 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

■単なる確認規定 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

以上 
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1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や

識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行

法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：2009年2月26日 

法律名、条文番号： 

COUNCIL REGULATION(EC) No 207/2009 of 26 February 2009：共同体商標

に関する理事会規則 第4条 

条文： 

第4条 共同体商標を構成することができる標識 

共同体商標は、視覚的に表示可能な何らかの標識、特に、個人の名称を含

む語、模様、文字、数字、商品又はその包装の形状により構成することが

できる。ただし、それらの標識が1企 業の商品又はサービスを他の企業の

それらと識別できることを条件とする。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：2016年3月23日 (ただし、条文は2017年10月1日改正予定) 

法律名、条文番号： 

COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 Article 4 

条文： 

第4条 

欧州連合商標の標識は、視覚的に表示可能な何らかの標識、特に、個人の

名称を含む語、模様、文字、数字、商品又はその包装の形状により構成す

ることができる。ただし、それらの標識が1企業の商品又はサービスを他

の企業のそれらと識別できることを条件とする。 

 

施行日：2017年10月1日改正 

第4条 

欧州連合商標は、あらゆる標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、

数字、色彩、商品の形状若しくはその包装又は音であって、次に該当する

ものをいう。 

（ａ）ある事業に係る商品又は役務と他の事業に係る商品又は役務とを識

別することができ、かつ、 

（ｂ）欧州連合商標の登録簿に、第三者が、容易かつ明確に標章の保護さ

れる対象を特定できるように表現することができる。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

 ■上記に加え、品質保証の識別性をも含んでいる。 

商標について出所表示として保証することが商標の本質的機能である。商

標は、需要者が別の出所を有する他人の商品及びサービスを識別できるよ

うにし、良い商品・サービスであった場合には、需要者が購入体験を繰り

返すことができるようにし、良くない商品・サービスであった場合には、

それを避けることができるようにするものでなければならない。もっとも、

欧州司法裁判所は、商標が商品又はサービスの品質を保証することも確認

している（Dior事件における欧州連合司法裁判所判決）。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

沢山の事例がある。ここでは、つい 近のものを記載する。以下の事例は、

T220/15事件において2016年6月7日に出された一般裁判所の判決である。

裁判所（以下、「当裁判所」とする）の判断は以下のとおり。 

 

 
関連する商品及びサービスは、一般公衆及びより専門的な公衆を対象と

する多様なカテゴリーに分類されるものである。そのため、関連公衆の

注目度は、普通から高い程度まで異なっていると考えられる。さらに出

願された標章が英語の文字の構成部分を含む限りでは、本件において検

討された絶対的拒絶理由が存在するかについては、（中略）欧州連合の

英語を話す需要者に関連して判断されなければならない。 

このことに関連して、複合標章の識別性の判断は、当該標章を構成す

るそれぞれの文字や構成要素を単独で検討して評価することに限定する

ことはできず、関連公衆による当該標章の全体的な捉え方に基づく必要

があり、個別には識別性のない構成部分が結合されることによって識別

性を得ることはできないとの推定に基づくべきではない、と認識しなけ

ればならない。構成部分のそれぞれが個別に考慮された場合には識別性

を欠いているという事実だけでは、その結合が識別性を示すことができ

ないという意味にはならない（Eurohypo v OHIM, C-304/06 P, 
EU:C:2008:261事件の2008年5月8日付判決、パラグラフ41及び引用された

判例を参照）。(…) 

本件の文字要素の意味内容は、関連需要者に事業及びその商品とサー

ビスの特徴を伝えると述べなければならない。つまり、その事業の配慮

が行き届いていることや、その商品の製造やサービスの提供が配慮して

行われているということを伝えるのである。したがって、「we care（私

たちは配慮しています）」という要素は、宣伝用の称賛表現であり、そ

の目的は、良い性質を強調して、それが使用される商品又はサービスを

提示することである。(…) 

さらに「we care」の表現は英語の言葉遊びではなく、関連公衆にそれ

を記憶させるような要素を一切含んでいない。よって、文字要素「we 

care」は、解釈する努力を必要とする訳でもなければ、需要者に関係す

る商品又はサービスの出所を表示するような独自性を示す訳でもない、

と述べなければならない。(…) 

次に、図形要素について、当裁判所は、不服申立の対象となった決定

のポイント17で審判部が意見を示しているように、当該要素はありふれ

た幾何学的図形、緑色の円であり、環境に配慮していることを示唆する

可能性がある以外は、何の概念内容も含まないものであると述べる。

(…) 

関連する図形要素は、他の円の表示と区別できるような要素又は需要

者の注意を引くことのできる要素は一切含んでいない、と述べなければ

ならない。その極端な簡素さを考慮すると、本件標章の円は、需要者の

記憶に残るようなメッセージを伝えることが本質的にできない。(…) 

以上のことから、出願された標章の構成要素の結合では、関連公衆

に、標章による保護の対象となる商品及びサービスの出所を識別させる

こと、又は、他の事業者のそれと識別させることのいずれもできないと

いうことになる。よって、当該標章は識別性を有さない。(…) 

したがって、出願された標章が、関連する商品及びサービスについて

識別性を欠いており、登録することができないとする審判部の認定は誤

りとはいえない。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

欧州連合商標規則（EUTMR）第4条は、ＴＲＩＰＳ協定に盛り込まれている

規定及び商標指令に似た条文となっている。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：Article 7(1) 

条文： 

第7条 絶対的拒絶理由 

(1)次のものは、登録することができない。 

(a)第4条の要件に従わない標識 

(b)識別性を欠く商標 

(c)商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの

提供時期、又は商品又はサービスのその他の特徴を示すために取引上使用

されることがある標識又は表示のみからなる商標 

(d)通用語において又は善意のかつ確立した商慣習において常用されるよ

うになっている標識又は表示のみからなる商標 

(e)次の形状のみからなる標識 

(i)商品そのものの性質から生じる形状又はその他の特徴 

(ii)技術的成果を得るために必要な商品の形状又はその他の特徴 

(iii)商品に本質的価値を与える形状又はその他の特徴 

(f)公共政策又は一般に是認された道徳規範に反する商標 

(g)公衆を、例えば、商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地につい

て欺瞞するような性質の商標 

(h)権限を有する当局によって許可されていない商標であって、工業所有

権の保護に関するパリ条約(以下「パリ条約」という)第6条の3に従い拒絶

されるべきもの  

(i)パリ条約第6条の3に規定するもの以外の記章、紋章又は紋章入りの盾

を含む商標であって、特定の公共の利益のためのもの。ただし、その登録
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について権限を有する当局の同意がある場合は、この限りでない。 

(ｊ）原産地呼称及び地理的表示の保護について規定する欧州連合の法律、

国内法又は欧州連合若しくは関連加盟国が当事者となっている国際協定

に従って、登録することのできない商標 

(ｋ）ぶどう酒の伝統的な表現の保護について規定する欧州連合の法律又

は欧州連合が加盟国となっている国際協定に従って、登録することのでき

ない商標 

(ｌ）伝統的特産品保証の保護について規定する欧州連合の法律又は欧州

連合が加盟国となっている国際協定に従って、登録することのできない商

標 

(ｍ）植物品種権の保護について規定し、同一の植物品種又は近縁の種に

関する欧州連合の法律、国内法又は欧州連合若しくは関連加盟国が当事者

となっている国際協定に従って登録されている先行する植物品種の名称

から成る、又はその本質的要素を再現する商標 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

欧州商標実施規則（EUTMIR）の規則9に基づく方式審査において、またEUTMR

第7条に基づく絶対的拒絶理由との関係において、商標の表示が出願日を

得るために十分である（EUTMR第36条）かの判断においては、原則として第

4条の条件が少なくとも3回は審査される。一方、絶対的拒絶理由の審査は

一度のみである。さらに、第4条は、商標が付される商品又はサービスとは

関係のない、抽象的な識別性に言及している。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：Article 7(3) 

条文： 

第7条 

(3)登録が求められている商品又はサービスについて、使用された結果と

して、識別性を獲得するに至った商標には、第1項（b）（c）（d）は適用さ

れない。） 

要件：獲得した識別性の申立てを行うための正式な期限は存在しない。証

拠には、拒絶理由が適用され、かつ全ての商品及び役務について拒絶され

る法域全体が言及されていなければならない。ここで重要な日は、出願日

である。 

当該標章が、本件の商品又はサービスを識別するものだと、相当の割合の

関連公衆が捉えることが証明されなければならない。ただし、この割合に

ついては定められていない。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：Article 12 

条文： 

第12条 ＥＵ商標の効力の制限 

1. EU商標は、以下に掲げるものを第三者が取引上使用することを禁止す

る権利をその所有者に与えるものではない。 

(b)識別力のない、又は商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、

価格、原産地、商品の生産時期、サービスの提供時期、その他の特徴に関

連する標識又は表示 

2.第1項は、その第三者が工業上又は商業上の公正な慣習に従ってこれら

を使用している場合にのみ適用される。 

 

2016年3月23日のEUTMRの改正後は、欧州連合商標の出願人は、権利不要求

により保護の対象から記述的要素を除外することができなくなった。 

 

規定内容： 

■商標権の効力が及ばない又は権利行使ができない 

この規定は、ある用語の記述的使用に対する商標権の行使の適用を除外し

ている。例えば、商標登録GARRYの権利者は、アイルランドからのミネラル

ウォーターの出所を表示するKERRYという表現の記述的使用に対して、商

標権を行使することはできない（Kerry Spring事件の欧州連合司法裁判所
判決）。 

 

■ある 

条文番号：Article 52   

条文： 

第52条 

1.以下に該当する場合には、OHIMへの申立てにより又は侵害訴訟での反訴

に基づき、EU商標は、無効を宣言されるものとする。 

(a) EU商標が第7条の規定に反して登録されている場合； 

2.第7条（1）(b)、（c）又は（d）規定に違反してEU商標が登録された場合

であっても、その登録にかかる商品又はサービスに関して、当該商標の使

用の結果として、登録後に識別性を獲得した場合には、無効を宣言されな

いことがある。 

3.EU商標が登録されている商品又はサービスの一部のみに関して、無効事

由が存在する場合、当該商標は、商品又はサービスのその部分のみについ

て無効を宣言されるものとする。 

 

第51条 取消事由 

EU商標の所有者の権利は、OHIMへの申立てにより、又は侵害訴訟における

反訴に基づき、取消しを宣言されるものとする。 

(b)所有者の作為又は不作為の結果、登録に関わる商品又はサービスにつ

いて、その商標が取引上の普通名称となった場合 

(c)商標の所有者により、又は、その所有者の同意の下に、登録に関わる商

品又は役務に当該商標が使用された結果、その商標が商品又はサービスの

性質、品質又は原産地について公衆に誤認を生じさせるものとなっている

場合 

 

規定内容： 

■ 権利無効：その場合、商標権は消滅する 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

当事者間で商標の「識別性」の有無が争点となることはよくある。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

EUTMR第99条（1）に従って、登録されたEU商標は有効であるものと判断さ

れるので、識別性を有するものと考える必要がある。ただし、侵害訴訟に

おいてその識別力が低いことを証明することはできる。その場合には、侵

害者が識別性の低さ又は欠如を立証する必要がある。それでも、裁判所は、

識別性をゼロにまで減じることはできない（F1事件における欧州連合司法

裁判所判決）。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：Article15 EUTMR 

条文： 

第15条 

1.登録から5年以内に、所有者が欧州連合域内において登録に関わる商品

又はサービスに関してEU商標を真正に使用しない場合、又はその使用が5

年間継続して中止されている場合には、不使用についての正当な理由がな

い限りは、当該商標は本規則に定める制裁の対象となる。 

以下に掲げるものもまた、第1サブパラグラフでいうところの使用を構成

する。 

(a)使用された形態による商標も所有者名義で登録されているか否かにか

かわらず、商標が、登録された際の形態における標章の識別性に影響を与

えることのない構成部分を変更した形でEU商標を使用すること 

(b)輸出のみを目的として、欧州連合域内において商品又はその包装にEU

商標を付すこと 

2. 所有者の同意を得てのEU商標の使用は、その所有者による使用とす

る。 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されていない 



 海外質問票調査（「商標」の定義） ②EU 

 

 

- 360 - 

 ■裁判例で、そのような考え方が確立しているため 

第三者による類似商標の使用を禁止する権利を維持するためには、先行

権の所有者は、その先行する権利が登録後5年を超えている場合には、商

標を真正に使用する必要がある。EUTMR及びEUTMIRはいずれも、何が「真

正な使用」であるのかを定義していない。もっとも、司法裁判所（以下

「当裁判所」）は、この表現の解釈に関して重要な原則をいくつか定め

ている。 

 

’Minimax’2003判決（2003年3月11日判決、C-40/01、Minimax、 

EU:C:2003:145）において、当裁判所は、次の原則を確立している。 

・真正な使用とは、標章を実際に使用することを意味する（パラグラフ

35）;  

・したがって、真正な使用は、当該標章によって与えられた権利を保全

するためだけの、単なる形だけではない使用を示すものと理解しなけれ

ばならない（パラグラフ36）； 

・真正な使用は、需要者又は 終使用者が、混同するおそれなく、別の

出所を有する別の者の製品又はサービスを識別できるようにすることに

より、商品又はサービスの出所の同一性を需要者に保証するという商標

の本質的機能と一致していなければならない（パラグラフ36）。 

・真正な使用は、当該商標により保護されている商品又はサービスにつ

いて、市場における当該標章の使用を伴うのであり、関連事業による内

部での使用のみであってはならない（パラグラフ37）; 

・真正な使用は、既に市場に投入されている、又は、市場に投入されよ

うとしており、かつ、特に広告キャンペーンの形で、事業者による顧客

を確保するための準備が進行中である商品又はサービスに関連しなけれ

ばならない（パラグラフ37）;  

・真正な使用の存否の判断にあっては、標章の商業的な使用が現実のも

のかどうか、特にそのような使用が、関連する経済部門においては、当

該標章の保護対象となる商品又はサービスの市場シェアの維持又は獲得

を保証するものであると見なされるかどうかの立証に関連する全ての事

実及び事情が考慮されなければならない（パラグラフ38）。 

・したがって、事件の事情には、とりわけ、本件商品又はサービスの性

質、関連市場の特徴及び当該商標の使用の規模と頻度への配慮が含まれ

る場合がある（パラグラフ39）。 

・よって、使用が、真正なものと判断されるためには、必ずしも量的に

有意である必要なない。それは、量的に有意というのは、対応する市場

における関連する商品又はサービスの特徴によって異なるからである

（パラグラフ39）。 

 

OHIMの審査基準（Guidelines for Examination）第Ｃ部、異議申立て、9

頁 

 

La Mer 2004（2004年1月27日命令、C-259/02、Laboratoire de la mer、

EU:C:2004:50)事件では、当裁判所は、以下のとおり、「Minimax」判決

の基準をさらに精査した。 

 

・使用が当該商品又はサービスの市場シェアを維持又は獲得するために

十分であるかという問題は、複数の要素に関係し、また事例毎に判断さ

れるものである。考慮される可能性のある要素としては、とりわけ、当

該商品及びサービスの特徴、当該標章の使用の頻度又は規則性、当該標

章が所有者の同一商品又はサービスの全てを又はその一部のみを市場に

投入するために使用されているのか、又は所有者が提供できる証拠があ

る（パラグラフ22）。 

・輸入業務が、当該標章の所有者にとって真正な商業上の理由（genuine 

commercial justification）があるものだと思われる場合には、商標の

登録にかかる商品を輸入する単一の顧客による商標の使用は、その使用

が真正なものであることを証明するのに十分であるとされることができ

る（パラグラフ24）。 

・デミニミスルール（de minimis rule/ 低限の基準）は定めることが

できない（パラグラフ25） 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

・パリ条約第5条は、商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変

更を加えた形態で登録商標を使用する場合には、登録が無効となること

はなく、当該商標に対して与えられる保護は縮減されないと定めてい

る。これがEUTMR第15条の意味である。 

・登録から5年以内に、所有者が欧州連合域内において登録に関わる商品

又はサービスに関してEU商標を真正に使用しない場合、又はその使用が5

年間継続して中止されている場合には、不使用についての正当な理由がな

い限りは、当該商標は本規則に定める制裁の対象となる。 

 

以下に掲げるものもまた、第1サブパラグラフでいうところの使用を構成

する。 

(a)使用された形態による商標も所有者名義で登録されているか否かにか

かわらず、商標が、登録された際の形態における標章の識別性に影響を与

えることのない構成部分を変更した形でEU商標を使用すること 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

不使用取消事件における使用の考え方と、異議申立事件における使用の考

え方とでは、状況はほぼ同じである。EPO審査基準の第D部、取消しによれ

ば、「異議申立手続きにおいて先行する権利の行使の証拠を実質的に判断

するために適用される運用規則は、不使用取消請求の判断基準にも適用す

ることができる（審査基準第C部、異議申立て、第6条、使用の証明、第2項

を参照）。ただし、各国の侵害訴訟を扱う裁判所は、真正な使用の問題につ

いて、EUIPOとは異なる基準を適用することができる。もっとも、判例法の

多くは、新欧州商標指令や欧州連合司法裁判所の判例法との調和が図られ

ている。 

 しかしながら、小さいながらも相違はある。例えば、取消しの場合の

基準日というのは、取消申請が提出された日である。異議申立手続で

は、2016年3月23日以降に異議が申立てられたか場合には、状況は出願の

提出日（又は国際登録に関してEUが指定された日）の影響を受けること

になる。2016年3月23日より前に異議が申立てられた場合には、5年の期

間は、不服申立の対象となったEU商標出願の公開日から開始する。侵害

訴訟では、基準日は、請求によって決まる。EUTMR第99条（3）に基づく

使用の証明の請求があった場合には、基準日は、侵害訴訟が提起された

日となる。取消しについて反訴が出された場合には、反訴の提出日が基

準となる（EUTMR第100条）。 

以上 

  



 海外質問票調査（「商標」の定義） ③英国 

 

 

- 361 - 

海外質問票調査（「商標」の定義） ③英国 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や

識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行

法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1938年4月13日;1994年10月31日修正（repealed） 

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1938 

条文： 

「商標」とは、証明商標に関する場合を除き、商品に関して、商品と、所

有者若しくは登録された使用者として標章の使用権を有する者（その者の

身分の表示の有無を問わない）との間の関係を表示する目的で、又は表示

するために取引上使用される又は使用される予定の標章をいい、また、証

明商標に関して、商標法第37条に基づき登録された又は登録されたとみな

される標章をいう。 

 

施行日：1984年5月24日 

法律名、条文番号：Trade Marks (Amendment) Act 1984 

条文：「商標」の定義規定は1938年4月13年法と同じ 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：20 October 2014 

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1994 ("TMA") s.1(1) 

条文： 

第1条 商標 

(1)本法において「商標」とは、視覚媒体により表現することができる全て

の標識であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサー

ビスから識別することができるものをいう。特に、商標は、語(個人の名称

を含む)、図案、文字、数字又は商品若しくはその包装の形状からなること

ができる。 

(2)本法において商標というときは、団体標章(第49条参照)又は証明標章

(第50条参照)を含む。ただし、文脈上別段の解釈を必要とする場合は、こ

の限りでない。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

 ■その他 

EU商標指令（2015/2436）に従って、商標法の規定を変更する必要がある。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

指令89/104/EECは、加盟国内の国内商標を接近させるための計画の概要が

示されていた。この指令の第3条は、識別性を欠く商標は登録すされない

旨を定めている。英国は、1994年商標法により、同指令を国内的に実施し

ている。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：s.3(1) TMA 

条文： 

第3条 登録の絶対的拒絶理由 

(1)次のものは登録されない。 

(a)第1条(1)の要件を満たさない標識 

(b)識別性を欠いている商標 

(c)商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産

時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表す

ために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標 

(d)取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において

常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標 

ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有

している場合は、(b)、(c)又は(d)によって登録を拒絶されない。 

(2)標識は、それが次のもののみからなる場合は、商標として登録されな

い。 

(a)商品自体の性質に由来する形状 

(b)技術的成果を達成するために必要とされる商品の形状、又は 

(c)商品に実質的価値を与える形状 

(3)商標は、次の場合は登録されない。 

(a)公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する場合、又は 

(b)公衆を(例えば、商品又はサービスの内容、品質又は原産地について)

欺瞞するような内容である場合 

(4)商標は、その使用が連合王国において制定法若しくは法規則により又

は共同体法の規定により禁止されている場合は、その禁止の範囲におい

て、登録されない。  

(5)商標は、第4条(特別に保護される記章)に明記又は言及されているもの

については登録されない。 

(6)商標は、不誠実で出願された場合は、その範囲において登録されない。 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

 商標法第 1 条（1）の要件は、商標が商品又はサービスを識別すること

ができることとしている。これは、商標とは何かの基本的な要件を定め

ているにすぎない。商標の目的は、需要家が、ある事業の商品又はサー

ビスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるようにす

ることにある。それは、つまり、需要家が、商品又はサービスの出所を

判断できるようにすることである。この基本的な要件を満たさない標識

は、商標として登録されることができない。判例法では、これが「その

商標だけを検討することを求めている」と述べている。商品又はサービ

スの出所を判断できるためには、標識は、まずは、それが商標であるこ

とを公衆に認めさせることができなければならない。 

 商標法のこの第１条（1）の要件と第 3 条（1）(b)の要件は、「識別性

を欠いている」商標について、登録を拒絶されると定めている点が重複

している。しかし、第 1条（1）の判断基準（テスト）では、商標が識別

性を有することは求められていないので、「識別性」は規定されていな

い。この判断基準（テスト）では、「ある事業の商品又はサービスを他

の事業の商品又はサービスから区別すること」ができることという低い

閾値が求められている。 

 重要な違いが一つある。それは、第 3 条（1）により商標は識別性を獲

得することができるが、商品又はサービスの出所を識別できない標識

は、基本となる要件をクリアすることができないので、商標として登録

できないということである。 

 現実には、商標の審査が行われると、英国知的財産庁には、当該商標が

第1条（1）に基づく商標となり得るかが明らかになり、細部に関する判断

は、第3条(1)による絶対的な要件に基づき行われることになる。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：s.3(1)(d) TMA 

条文： 

第3条(1) 

(d)取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において

常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標 

ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有

している場合は、(b)、(c)又は(d)によって登録を拒絶されない。 

要件： 

 上記のただし書により、「使用により獲得された識別性」の証拠を示す

ことによって一部の絶対的拒絶理由を克服することができる。出願人は、

そのマークが出願日前に商品／サービスについて識別力を有するように

なったことを証明する必要がある。これを証明できた場合には、絶対的拒

絶理由があったとしても、出願が許可される可能性がある。出願日から出

願の判断がなされるまでの間に識別性が獲得された場合には、それは考慮

されない。 

 このような拒絶理由を克服するためにどの程度の証拠を提出する必要

があるかについては、当方で述べることはできない。一般に、あるマーク

の識別性が高ければ高いほど、当該の商品又はサービスについて識別性を

有することを示すためには、その使用期間又は売上額といった観点で、よ

り多くの証拠が求められる。 

 証拠は拒絶理由を克服するために用いられることが多いが、登録をしよ

うとするマークが自分の業界において慣用されるようになっている文字

又は用語である場合には、全く役に立たない。 
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使用の証拠の提供方法 

 出願日前にどのように、また英国のどこでマークが使用されたのかを示

す証拠、商品又はサービスの売上高や販売促進費用の詳細を示す証拠を提

出する必要がある。 

 以下のものは全て証拠書類となる。 

•商品の包装の見本 

•商品又はサービスの広告資料の写し、及び／又は 

•自己の販売用パンフレットの写し 

 提出する情報は全て、英国内での出願日前のマークの使用に関連するも

のでなければならない。 

 

証人供述書 

証拠は、証人供述書の形で提出しなければならない。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：s.11 TMA 

条文： 

第11条 登録商標の効力の制限 

(1)登録商標は、他の登録商標が登録されている商品又はサービスに関す

る当該他の登録商標の使用によっては侵害されない(ただし、第47条

(6)(登録無効の宣言の効力)を参照のこと)。 

(2)登録商標は、次の使用によっては侵害されない。 

(a)ある者による自己の名称又は住所の使用 

(b)商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産

時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴に関す

る表示の使用、又は 

(c)製品又はサービスの用途(特に付属品又は部品)を表示することが必要

な場合における商標の使用。ただし、その使用が工業上又は商業上の誠実

な習慣に従ったものである場合に限る。 

(3)登録商標は、特定の地方においてのみ適用される先の権利の当該地方

における業としての使用によっては侵害されない。この目的上、「先の権

利」とは、次の何れかの早い時より先の日から、ある者又はその権原ある

前任者によって商品又はサービスについて継続して使用されている未登

録商標又はその他の標識をいう。 

(a)当該登録商標が所有者又はその権原ある前任者によってその商品又は

サービスについて使用された時、又は 

(b)当該登録商標が所有者又はその権原ある前任者の名称でその商品又は

サービスについて登録された時また、先の権利は、特定の地方におけるそ

の使用が法規(特に詐称通用に関する法律)により保護されている場合は

その範囲で、当該地方において使用されているものとみなされる。 

規定内容： 

■商標権の効力が及ばない 

 

■ある 

条文番号：s.46(1) (c)&(d) TMA 

条文： 

第46条 登録の取消し 

(1)商標の登録は、次の何れかの理由により取り消すことができる。 

(c)商標の所有者の行為又は無為の結果、当該商標が、その登録に係る商

品又はサービスの取引において、普通名称となっていること 

(d)当該商標が、その登録に係る商品又はサービスについて、商標の所有

者により又はその同意により使用された結果、特に当該商品又はサービス

の内容、品質又は原産地に関して公衆を誤認させる虞があること 

 

規定内容： 

■ 商標登録の取消し 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

英国でもEUでも、識別性の要件に関する判例は豊富にある。識別性に関す

る商標の問題の例としては、識別性を有さないマーク、姓、著名な名前、

スローガン、宣伝・称賛の表現、包装の形状、商品の形状、色彩、地名及

びドメイン名が挙げられる。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

識別性の要件は、関連する1994年商標法第3条（1）(b)に由来するものであ

り、同条項は「識別性を欠いている」商標の登録を禁止している。訴訟と

の関連で、出願に関連する分かりやすい一例は、British Sugar v James 

Robertson [1996] RPC 28に見られる。この事件では、British Sugarは、

「Robertson’s Toffee Treat」が「Treat」の名称で同社がほぼ10年にわ

たって販売してきたアイスクリームのトッピングを侵害していると訴え

た。British Sugarは、（侵害の趣旨で）類似商品であることを裁判所に確

信させるには至らなかった。さらに、James Robertsonは反訴して、裁判

所にBritish Sugarの商標無効を確信させるに至り、同裁判所による

「Traeat」は識別性を有さないとする判決を引き出した。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：s.10(4) TMA 

条文： 

第10条 登録商標侵害 

(4)本条の適用上、特に次の行為をする者は、当該標識を使用するものと

される。 

(a)商品又はその包装に当該標識を付すこと 

(b)当該標識の下に商品を販売するために申出し若しくは展示し、商品を

市場に出し、これらの目的のために商品を保管し又は当該標識の下にサー

ビスを申出若しくは提供すること 

(c)当該標識の下に商品を輸入又は輸出すること、又は 

(d)営業書類又は広告に当該標識を使用すること 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されている 

条文番号：s.46 TMA 

条文： 

第46条 登録の取消し 

(1)商標の登録は、次の何れかの理由により取り消すことができる。 

(a)当該商標が、登録手続の完了した日から5年の期間内に、商標の所有者

により又はその同意により、その登録に係る商品又はサービスについて連

合王国において真正に使用されておらず、かつ、その不使用について正当

な理由がないこと  

(b)当該使用が継続して5年間中断されており、かつ、その不使用について

正当な理由がないこと 

(c)商標の所有者の行為又は無為の結果、当該商標が、その登録に係る商

品又はサービスの取引において、普通名称となっていること 

(d)当該商標が、その登録に係る商品又はサービスについて、商標の所有

者により又はその同意により使用された結果、特に当該商品又はサービス

の内容、品質又は原産地に関して公衆を誤認させる虞があること 

(2)(1)の適用上、商標の使用には、商標が登録された際の形態における商

標の識別性を変更しない要素についての異なる形態による使用が含まれ、

かつ、連合王国における使用には、輸出のみを目的として連合王国におい

て商品又はその包装に商標を付す行為が含まれる。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

 商標の取消に至る可能性のある四つの事象のうちの一つが「取消し

（revocation）」である。商標的使用の要件は、潜在的な取消し（revocation）

事由に該当する。特に、商標権者の無作為によるかどうかにかかわらず、

当該商標が、その登録に係る商品又はサービスの取引において、普通名称

となっていること（商標法第46条(1)(c)）に該当する。 

 欧州連合知的財産庁（EUIPO）の2014年ガイドラインには、色彩商標のモ

ノクロバージョン（及びモノクロ商標の色彩バージョン）の使用に関して

特定の識別性要件が存在する。この要件が満たされている場合には、商標

のそのような使用は、使用要件を満たすことになる。 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

 

限定されない。 

使用／識別性に関して潜在的な取消事由は4つあり、それらは以下のよう
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にまとめることができる。 

・ 当該商標が登録完了後5年以内に、英国内で真正に使用されていない

こと 

・ 使用が継続して5年間中断されており、かつ、その不使用について正

当な理由がないこと 

・ 当該商標が、その登録に係る商品／サービスの取引において、普通

名称となっていること 

・ 当該商標が、所有者により（又はその同意により）使用された結果、

特に商品／サービスの性質、品質又は原産地に関して公衆を誤認さ

せる虞があること 

 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は相違する 

 ➡どのように相違するのでしょうか？ 

 商標の取消しにつながる可能性のある場合の一つが、取消し

（revocation）の場合であり、この場合に、関連する可能性のある理由は

使用要件である。 

これとは別に商標の取消しにつながる可能性がある場合は、無効の場合で

あり、その場合に考えられる絶対的理由は、識別性を欠いていることであ

る。 

 取消しと無効については、要件やそれがもたらす帰結が異なっている。

例えば、 

・ 取消事由には、そもそも商標が登録されなければ該当しない。一方、

無効事由は、出願日から存在するものでなければならない。 

・ 商標の取消しは一般に、取消しの申立てのあった日から効力を発す

るが、商標が無効と判断された場合には、登録は削除され、当該商

標が存在しなかったかのような状況になる。 

 したがって、申立てを行おうとする者は、両方の種類の申立てを行うよ

うにするのが賢明だと考えられる。これは両方の申立てが認められたとし

ても、その帰結は異なるからである。 

 また欧州商標指令では、所有者が商標権侵害に対抗できるようにするた

めには、商標を連続的に使用する必要があると義務付けている。) 

以上 
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海外質問票調査（「商標」の定義）  

④ドイツ 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や

識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行

法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1874年11月30日 

法律名、条文番号：Section 1 Protection of Trade Marks Act 

条文： 

第1条 

ドイツ商業登記簿に商号の登録を行っている取引業者は、商標が製品自体

又はその包装に付されることによって自己の製品を他の企業の製品と区

別するためのものである場合には、地方裁判所にドイツ商業登記簿へのそ

の商標の登録を申請することができる。 

 

施行日：1894年5月12日 

法律名、条文番号：Section 1 Product Description Act 

条文： 

第1条 

自己の製品を他人の製品と区別するために業として商標を使用すること

を意図する者であれば何人も、当該商標の商標登記簿への登録を申請する

ことができる。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：1995年1月1日 

法律名、条文番号：Section 3(1) German Trade Mark Act (GTMA) 

条文： 

第3条 商標として保護することができる記号 

(1)いかなる記号も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標章、

商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の

組み合わせを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の

事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標とし

て保護することができる。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

いわゆる「Herkunftsprinzip」すなわち「出所原則」である。ドイツの識

別性の定義は、EU商標指令（2015/2436）の対応する義務的規定の第3条a）

を実施するものである。したがって、EU法及び他の加盟国の法律と調和し

たものとなっている。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

a)BGH、GRUR 2006、850 (Nr. 18) FUSSBALL WM:ドイツ連邦裁判所は、2006

年に「Fussball WM 2006」（2006年サッカーワールドカップ）の名称は識

別性ある特徴を欠いていると述べた。この名称が2006年サッカーワールド

カップというイベントそのものの普通名称であるということがその理由

であった。スポンサー企業の製品を、他の会社の製品と区別することを目

的とする名称は、識別性を欠く場合には、商標として登録できない。 

 

b)BGH、GRUR 2012、270 (Nr. 8) Link economy:ドイツ連邦裁判所は、2011

年に「Link economy」（リンク経済）という名称には識別性があると判示

した。「link」と「economy」という名称はいずれも記述的な性質のもので

あるとはいえ、この二つの要素の結合は記述的であるだけではなく、識別

性も有し得る。 

 

c)BGH、 GRUR 2013、731 (Nr. 11) Kaleido:ドイツ連邦裁判所は、2012年

に「Kaleido」という名称は識別性ある特徴を欠いていることはないと述

べた。とりわけ、「Kaleidoskop（万華鏡）」の略語だとは必ずしも認識され

ないので、純粋に記述的ではない。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

「識別性」の要件は、ドイツの定義では常に不可欠な部分であった。これ

はその後、調和されたEU法の下でも維持されている。上記を参照。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：Article 8 (2) No. 1 GTMA 

条文： 

第8条 絶対的拒絶理由 

(2)次の商標は登録されないものとする。 

1.商品又はサービスについての識別性を有していない商標 

2.商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産

若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されるこ

とがある記号又は表示のみをもって構成された商標 

3.指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確

立した商慣習において常用されるようになっている記号又は表示のみを

もって構成された商標 

4.特に、商品若しくはサービスの種類、品質又は原産地について、公衆を

欺くようなものである商標 

5.公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する商標 

6.国の紋章、旗章若しくはその他の記章又は国内の地方、地域団体若しく

はその他の共同体的団体の紋章を含む商標 

7.連邦法律官報(BGBI.)における連邦法務省の告示により商標として有効

に登録することができない監督用及び証明用の公の記号及び印章を含む

商標 

8.連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録

することができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、

印章又は表示を含む商標 

9.公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白で

ある商標 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定

ではなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

商標法第3条(1)によれば、標識が商標の保護を享受することができるため

には、抽象的な識別力（「abstrakte Unterscheidungskraft」）を有さなけ

ればならない。商標法第8条(2)1の定める絶対的拒絶理由は、具体的な識

別力（「konkrete Unterscheidungskraft」」に言及している。標識の抽象

的な識別力と具体的な識別力はどちらも、職権により商標出願の審査を行

うための条件となっている。まず審査官は、抽象的な識別力を審査する。

すなわち、当該標識が一般に出所表示として機能できるかどうかである。

次に審査官は、商標法第8条に基づく拒絶理由の一つとして、具体的な識

別力の審査を行う。すなわち、当該標識が出願中で請求された特定の商品

及びサービスに関して出所を表示するものとして機能できるかどうかで

ある。したがって、標識は、商標法第3条(1)に基づくより範囲の広い基準

では抽象的に識別性を有すかもしれない一方で、商標法第8条(2)1に基づ

くより範囲の狭い基準では具体的な識別力を欠くということが生じ得る。

この場合には、商標法第8条(3)に基づき、問題となっている商品／サービ

スについての自身の標章の評判によって、識別性が獲得されたことを商標

権者が立証できる場合を除き、当該標識は商標として登録されない。した

がって、既得の具体的な識別力がないことは克服できる一方で、抽象的な

識別性の欠如は、決して克服することができない。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：Section 8 (3) GTMA 

条文： 

第8条 

(3)登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、

商標の出願に係る商品又はサービスについて関係取引業界において識別

性を獲得している場合には、第2項の1.、2.、及び3.は適用しない。 

要件： 

関連商品／サービスについて出所を表示するものとして標章を使用する

ことを通じて十分な割合の関連公衆において評判を有すること。必要とさ
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れる評判の程度は、当該標識が典型的な商標の形式（すなわち、文字標章、

文字と図形の組合せ標章、又は図形の標章）を取っているのか、又は特殊

な商標の形式（例えば、商品又はその包装の立体的形状、抽象的な色彩標

章、音標章、位置標章）を取っているかどうかによって決定される。設定

されている割合というものはなく、裁判所／特許商標庁は具体的な状況に

基づいて個別に決定を下さなければならない。評判の程度は、全国的であ

る必要はない。ドイツのある地域での局地的な評判で十分と考えられる

（これについても、個別の事情による）登録者は、評判について証明しな

ければならない。典型的な証拠としては、独立した調査がある。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ない 

商標法には、具体的な規定が含まれていない。しかし、商標が識別力ある

要素と識別力のない要素の組合せである場合は、判例法に基づき取り扱わ

れる。 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

そのような主張はよく行われる。特に文字標章が潜在的に記述的な意味を

有する場合や立体標章が商品又はその包装の形状から構成される場合に

よく主張される。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

 商標が登録されており、特許商標庁の登録査定が拘束力を有するもので

あることを考慮すると、侵害訴訟において裁判所は商標が有効かつ識別性

あるものだと推定しなければならない。もっとも、侵害訴訟にあっては、

識別性の程度は、侵害とならないために被疑侵害標章が登録商標と異なっ

ていなければならない程度を決めるものとなるので、重要な役割を担って

いる。したがって、侵害要件が満たされていることの立証責任は原告側が

負うので、原告側に自身の登録商標の識別性の程度を証明する必要があり、

不明確なことがあれば、それは原告側に不利に働くことになる。 

 被告側は識別性の程度が低いと主張するか、又は全く識別性を欠いてい

ると主張してそれを認められたい場合には、並行して取消訴訟を提起し、

取消訴訟で 終判決が出されるまでは侵害訴訟の停止を求める必要があ

るい。 

 当該商標権の侵害については、一般に原告側が主張・立証する必要があ

る。これには、商標権の帰属（登録商標であるか、使用により獲得された

商標であるかを問わない）及び被告側が同一の標識を使用していることに

ついて、立証することを含む。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：Sec.26 GTMA ("Use of the trade mark") 

条文： 

第26条 商標の使用 

(1)登録商標に基づく請求や登録の維持が商標の使用に依存する限りにお

いて、商標所有者は、当該商標を、登録商標の対象である商品又はサービ

スに関してドイツ連邦共和国において真に使用していなければならない。

ただし、不使用について正当な理由がある場合は、この限りでない。 

(2)所有者の同意を得た商標の使用は、所有者による使用とみなされるも

のとする。 

(3)商標が登録された形態と異なる形態での商標の使用も、その相違する

構成部分が当該商標の識別性を害さない限り、当該登録商標の使用とみな

されるものとする。第1文は、商標が既に使用されている形態で登録され

た場合にも適用されるものとする。  

(4)商品の輸出目的のためにのみドイツ連邦共和国において商品、その梱

包又は包装に商標を付すことも、ドイツ連邦共和国内における商標の使用

とみなされるものとする。 

(5)登録の日から5年以内の使用が要求される場合において、登録に対する

異議が提起されているときには、登録の日は、異議申立手続の終結の日と

読み替えられるものとする。 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されている 

条文番号： 

Sec.22(1) No 1.、(2) GTMA、Sec. 25 (1) GTMA、Sec. 43 (1) GTMA、Sec. 

51 (4) GTMA条文： 

第22条 後の商標登録の法的有効性を理由とする権利の排除 

(1)後に登録された商標の登録の抹消請求が次の理由により棄却され又は

棄却されなければならない場合は、商標又は取引上の表示の所有者は、係

る後の商標が登録されている商品又はサービスについて後の登録商標の

使用を差し止めることができない。 

1.後の商標登録の先順位の関係日に、先の商標又は先の取引上の表示が、

第9条(1)3.、第14条(2)3.又は第15条(3)に規定される名声を未だ得ていな

かったこと(第51条(3)) 

2.先の商標の登録が、後の商標登録の公告日に、取消理由又は絶対的拒絶

理由のために取り消されるべきものであったこと(第51条(4))(2)(1)に該

当する場合、後の登録商標の所有者は、先の商標又は先の取引上の表示の

使用を差し止める権利を有さない。 

 

第25条 不使用を理由とする権利の排除 

(1)登録商標の所有者は、権利の根拠となる商品又はサービスについて請

求前5年以内に第26条に基づいて当該商標が使用されていない場合は、第

14条、第18条から第19c条までに定める第三者に対するいかなる請求も行

うことができない。ただし、この規定の適用は、当該日に当該商標が少な

くとも5年間登録されている場合に限る。 

 

第43条 不使用の抗弁、異議についての決定 

(1)先の登録商標の所有者が異議の申立をした場合において、相手方当事

者が当該商標の使用を争ったときは、異議申立人は、自己の先の商標登録

が異議申立の対象たる商標登録の公告より5年間以上前になされている場

合に限り、係る公告前5年の期間内に自己の当該登録商標を第26条に基づ

き使用したことを疎明しなければならない。不使用の5年の期間が登録の

公告後に満了する場合は、異議申立人は、他方当事者が使用を争ったとき

は、異議申立についての決定の前5年間に自己の先の登録商標を第26条に

基づき使用したことを疎明しなければならない。その決定においては、疎

明された商品又はサービスのみが考慮されるものとする。 

 

第51条 先の権利による無効 

(1)商標の登録は、それが第9条から第13条までによる先順位の権利によっ

て損なわれる場合には、無効事由による訴訟の提起により、取り消される

ものとする。 

(2)先の登録商標の所有者が、後の商標がその登録に係る商品又はサービ

スについて使用されていることを知りながら、その使用を継続して5年間

黙認していた場合は、先の商標の登録を理由として、登録を取り消すこと

はできない。ただし、後の商標の登録が不正で出願されたものである場合

は、この限りでない。同様のことは、先順位を有しかつ第4条2.にいう使用

により取得された商標、第4条3.にいう広く認識されている商標、第5条に

いう取引上の表示又は第13条(2)4.にいう植物品種名に関する権利の所有

者に適用されるものとする。更に、第9条から第13条までに規定する先順

位を有する権利の所有者が、取消請求の提出前に商標の登録に同意してい

た場合は、商標の登録は取り消すことができない。 

(3) 後の商標登録の先順位に関係する日に、商標又は取引上の表示が第9

条(1)3.、第14条(2)3.又は第15条(3)の意味での名声を得ていない場合に

は、名声を得ている先の商標若しくは名声を得ている先の取引上の表示を

理由として、登録を取り消すことはできない。 

(4)後の商標の登録の公告日に、次の理由により先の商標の登録が取り消

され得るものであった場合には、先の商標の登録を理由として登録を取り

消すことはできない。 

1.第49条に基づく取消し、又は 

2.第50条に基づく絶対的拒絶理由 

(5)商標が登録されている商品又はサービスの一部についてのみ無効理由

がある場合は、登録はそれらの商品又はサービスについてのみ取り消され

るものとする。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

■単なる確認規定 

■そのほか 

欧州商標指令は、所有権者が商標権侵害に対して行動できるためには、商

標が継続的に使用されることが必要だと定めている。 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標
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的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟

での適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

以上 
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海外質問票調査（「商標」の定義）  

⑤フランス 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や

識別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行

法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1964年12月31日、 Law No 64-1360 

法律名、条文番号： 

Law on manufacturing、trade and service trademarks-Article3 

条文： 

第3条 

次に該当する標識は、商標とみなすことができない。 

商品及びサービスについての必然的又は通常の呼称を構成するにすぎな

いもの、又は公衆を誤認させるような表示を含むもの。 

商品又はサービス又は商品の構成要素の必然的な品質を表示する表現の

みから構成されるもの） 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：1992年7月1日; Law No 92-597 

法律名、条文番号：French Code of Intellectual Property、Article 

L711-1 

条文： 

第L711条1 

商標又はサービスマークとは、自然人又は法人の商品及びサービスを識別

するのに役立つ、視覚的な表示が可能な標識である。次のものは、そのよ

うな標識を構成することができる。 

(a)あらゆる形態の名称。例えば、語、語の組合せ、姓、地理的名称、筆名、

文字、数字、略語 

(b)聴覚的標識。例えば、音、楽句 

(c)形象的標識。例えば、図案、ラベル、印章、織端、浮き彫り、ホログラ

ム、ロゴ、合成形象。形状、特に製品若しくはその包装の形状又はサービ

スを特定する形状。色彩の配置、組合せ又は色合い 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

高裁判所;2014年11月4日「Shiatsu（指圧）」事件 

事案の概要：商標及び識別性ある特徴 

事実及び判断 

フランス人のSuzzoni氏は、第8類、第14類及び第18類について、特に第14

類の「指輪」についてフランスで登録された文字商標第033246900号

「Shiatsu（指圧）」の権利者である。Suzzoni氏は、Sedao International

及びID Reflex et Cidalという会社が「Shiatsu Ring（指圧リング）」と

呼ばれる指輪の販売の申出を行っていることに気が付いた。そこで

Suzzoni氏は、商標権侵害訴訟を提起した。 

控訴院は、識別性を欠いているとしてフランス商標登録第033246900号を

無効化し、Suzzoni氏の請求を棄却した。 

 

 高裁判所は、以下のように述べて、控訴院の判決を確認した。 

本件商標「Shiatsu（指圧）」が2003年9月22日に特に「指輪」等を指定して

登録出願されたことが、「Shiatsu（指圧）」という単語が指の圧力を身体の

特定部位に当てることから成る診療又は治療法を定めるものだというこ

とを説明している。この点に留意して、控訴院は、指輪を指定商品とする

商標として使用される「Shiatsu（指圧）」という単語は、当該商品の特徴、

特に指輪が置かれた身体の部位に圧力をかけるマッサージの本来の目的

を記述するものとして、標準的かつ賢明に情報を提供された平均的な需要

者によって認識される可能性が高いと判断する。 

また控訴院は、「指輪」に関連する「Shiatsu（指圧）」という単語では、関

連需要者に、その経済的出所から、同一の特徴を有しかつ指を使ったマッ

サージを意図する他の指輪と区別させることができないと判断した。 

よって、商標出願登録書中に指定された唯一の商品に関する本件商標の識

別性ある特徴を判断した上で、控訴院の判決が確認された。 

 

第一審裁判所（パリ）：2014年4月11日／「Pin（ピン）」事件 

事案の概要：商標及び経済的機能 

事実及び判断 

複数の香水メーカーが、ウェブサイト上での香水ブランドの不法使用につ

いて、フランスの会社「Pin」を訴えた。 

 2009年のEU裁判例L'Oreal vs Bellureに従って、第一審裁判所は、第三

者が権利者の許可を得ずに、比較広告に商標を使用することは可能である

ことを確認した。この場合には、当該第三者が引用した商標から不当な利

益を得ていないこと、及び当該第三者が別の商標の模倣として当該商標を

引用していないことが条件とされた。 

 これらの条件を満たさない比較広告は、その状況にあっては、引用され

た商標が無断の複製となり、したがって侵害となるので、不法である。 

 第一審裁判所は、比較リスト中での文字標章の使用は、記述的な目的の

ためではなく、販売促進の目的のためであると判断し、Pin社のウェブサ

イトが本件商標の通信、投資及び販売促進の機能を損なうものだと判断し

た。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯：N/A 識別性は長年に亘って「商標」の定義の一部であるため 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：French Code of Intellectual Property; Articles L711-2 

条文： 

第L711条2 

標章となり得る標識の識別性は、指定商品又はサービスとの関連において

評価されるものとする。 

次のものは、識別性を有していないものとする。 

(a)標識又は名称であって、日常の言語又は技術的言語によって商品又は

サービスについての必然的、包括的又は通常の呼称を構成するにすぎない

もの 

(b)標識又は名称であって、製品又はサービスの特徴、特に種類、品質、数

量、用途、価格、出所、商品の製造又はサービスの提供の時期等を指定す

る機能を有するもの 

(c)製品の内容又は機能から生じる形状、又は製品に実質的価値を与える

形状のみから成る標識 

(c)にいう場合を除き、使用によって識別性が取得されることがある。 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

フランス商標法は、標章を構成することのできる標識に識別性があるかは、

指定商品又は役務に関して判断されると明記している。 

実務では、大抵の場合、識別性を欠いているとの理由で拒絶される種類の

商標は、性質、品質、機能又は目的などの要素を記述する特徴を持つ文字

商標で、識別性を欠いているとの理由で、又は商品の一般的な形状を表す

「トレードドレス／包装」であるとの理由で、拒絶されるものである。 

他の識別性ある要素（他の識別性ある文字及び／又は識別力ある図形など

他の識別性ある特徴）に関連する記述的な文字は、全体として識別性ある

ものだとみなされ、商標として登録可能である。 

フランス商標登録簿に登録されている商標は、フランス裁判所における無

効訴訟により、識別性を欠いているとして事後的に無効化することが可能

である。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：Article L711-2(c) 

条文： 

第L711-2 

(c)にいう場合を除き、使用によって識別性が取得されることがある。 

要件：商標法は、具体的な規定を一切含んでいない。実務では、商標登録
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出願の提出時に、商標が使用により識別性を獲得したことを証明するの

は、商標出願人である。出願人は、その目的で関連書類／証拠を使用する

ことができる。その判断基準は高いが、事例毎に判断され、その判断は標

識及び商品／役務の性質に応じて異なる場合がある。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ない 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

登録商標については、フランス商標登録官による絶対的拒絶理由の審査に

従って、識別性の推定が行われる。この推定は、自己の登録商標が識別性

を有することを証明する必要がないので、商標権者にとって有利なもので

ある。この理由から、被告側は商標が識別性を有しないことを主張・立証

する必要がある。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

フランス商標法には、「商標の使用」そのものの一般的な定義は存在しな

い。 

しかしながら、不使用取消及び商標の真正な使用に関する第L714-5条には、

商標の使用への言及が見られる。 

 

条文番号：Article L714-5 

条文： 

第L714条5 

所有者が正当な理由なく、その標章を継続して5年間、登録に係る指定商

品又はサービスに関して実際に使用していないときは、自己の権利の取消

しを免れない。 

次のものは、当該使用に該当する。 

(a)標章の所有者の同意を得て、又は団体標章の場合は、規約に従って行

われる使用 

(b)変更されてはいるが、識別性を変えていない形態での標章の使用 

(c)専ら輸出用の商品又は包装に標章を付すこと 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

 

■規定されていない 

 ■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立しているため 

「商標の使用」の定義は、EU判例法に由来するものであるといえる（CJEU 

12 November 2002 Arsenal Football Club vs Matthew Reed; CJEU 11 

September 2007 Celine Sarl vs Celine SAを参照）。 

 

「商標の使用」とは、 

a.業としての使用 

b.商品及び役務に関する使用 

c.商標機能、特に需要者に商品又は役務の出所を保証する必須機能を保証

するための使用、である。 

 EU指令及びEUの判例法の影響により、フランスの裁判所は、徐々にでは

あるが商標権者の権利をその機能（出所保証、自他商品識別機能）に限定

し、同一又は類似の標識の使用の防止を可能にする絶対的な性質を認めな

いようにならざるを得なくなった。 

 次に挙げる基準が、必須基準となっている。 

被疑侵害者は標識を商標として使用しているのか。つまり、商品及び役務

を識別する目的で使用しているのか。あるいは、被疑侵害者は標識を別の

目的のため（情報提供目的、現在、その用語が受け入れられている意味で

の使用など）に使用しているのか。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

■単なる確認規定 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

厳密に言うと、不使用に関する第L714-5条は、「真正な使用」に言及してい

るものである。しかしながら、実務では、商標がEUの判例法に定義されて

いる商標として使用されない場合には、事実上、「真正な使用」がないこと

になる。 

以上 

 

  



 海外質問票調査（「商標」の定義） ⑥オーストラリア 

 

 

- 369 - 

海外質問票調査（「商標」の定義）  

⑥オーストラリア 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や識

別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行法

の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1955年–1996年1月1日 

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1955 

条文： 

第6条 

「商標」とは、以下を意味する。 

（a）第11部に関連する場合を除き、業として、商品又はサービスと、所有

権者若しくは登録された使用権者として、当該標章を使用する権利を有す

る者との間の関連を表示する目的において、又は表示するように、商品又

はサービスに関して使用される標章又は使用される予定の標章（その者の

身元が表示されるか否かにかかわらない） 

（b）第11部に関連して、第C部において登録官により登録可能な又は登録

された標章 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：1996年1月1日 

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1995 

条文： 

第17条 商標とは何か 

「商標」は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他

人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使

用する、又は使用予定の標識である。 

 

第6条 定義 

「標識」は、文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベ

ル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り又はそれらの結

合を含む。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

 商標の識別性に関して、オーストラリアの直近の重要な判決は

Cantarella Bros Pty Limited v Modena Trading Pty Limited [2014] 

HCA 48（2014年12月3日）である。同事件を担当した高等裁判所は、イタ

リア語の語ORO（英語の「gold（金）」を意味する）がコーヒーに関しては

本質的に識別性を有すると判断した。裁判所は次のように述べた。 

「Mark Foy事件で確立され、Clark Equipment、Faulding及びBurger King

の各事件で確認された原則に従って、第41条（3）が定めるように、ある商

標が「本質的に識別するのに適合している」かどうかを判断するには、オ

ーストラリアにおいて提案された商標が付される商品と関係のある者に

とっての、商標として提案された語が持つ「通常の意味」を検討する必要

がある。 

 本裁判所の当局が示すとおり、商標を構成する語（英語又は外国語の語）

については、それが考案された語ではなく商品の特徴や品質を「直接」言

及するものであること、それが称賛の言葉や地名であること、又はそもそ

もが必要とされる識別性を有していないことを理由として、（本件のよう

に）そのような語からなる商標が登録できないと主張されるどうかを問わ

ず、その「通常の意味」を検討することが決定的に重要である。ある語（英

語又は外国語）の「通常の意味」が確立されると、他の取引業者が自己の

商品に関してその語を使用する必要性が正当なものであるかの調査が可

能となる。外国語の語に関連商品を暗示する言及が含まれる場合には、独

占が付与されるための一応の適格性がある。しかしながら、関連商品に関

して、その外国語の語には、直接的に記述的である意味があるものと対象

となる需要者（audience）が理解するのであれば、所有権者は一見したと

ころその独占に対する権利を有さない。一般的に言えば、登録により確保

された独占に対する権利を一応有する語は、本質的に識別するのに適合し

ているのである。」 

 高等裁判所は、OROは、本質的に識別力を有し、登録可能であると結論付

けた。 

 

識別性に関して、もう一つのオーストラリアの主要な裁判例は、上記でも

触れたが、Mark Foy's Ltd v Davies Coop & Co Ltd (「Tub Happy事件」) 

[1956] HCA 41 (1956年8月9日)である。 

 Mark Foy事件では、商標TUB HAPPYは、綿製衣料の特徴又は品質には直

接言及しておらず、商標として登録可能であると判示された。高等裁判所

は、「商品の特徴又は品質への直接的な言及」をしない語についての判断

基準は、「商品にそれらの語が適用される際に、それらの語が内包する性

質又は何らかの特性を記述する、表示する、又は想起させるものであると

通常の人が理解する可能性」に依拠するようなものであると述べた。高等

裁判所は、TUB HAPPYが暗示的であり、商品の特徴又は品質への「直接の

言及」になるほどには「十分具体的な」意味又は着想を伝えないものであ

り、綿製品についてのTUB HAPPYの登録は、他人が自己の綿製品について

「洗浄性、新鮮さ及び安さ」という特徴又は品質を有するものと説明する

ことを妨げるものではないと判断した。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

識別性という考え方が 初にオーストラリア商標法に含められたのは、か

つてのオーストラリア法では、英国の商標法（登録可能性に関する裁判例

を含む）に厳密に準拠していたからである。例えば、上記で論じたMark Foy

判決では、裁判所は、Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. 

Comptroller-General of Patents、 Designs and Trade Marks ("Solio"

事件) (1898) AC 571における英国の決定を部分的に根拠としている。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：TRADE MARKS ACT 1995 - SECTION 41 

条文： 

第41条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標 

(1)商標登録出願は、当該商標がその登録を求める出願人の商品又はサー

ビス(「指定商品又はサービス」)を他人の商品又はサービスから識別する

ことができない場合は、拒絶されなければならない。 

(2)商標は、(3)又は(4)の何れかが商標に適用される場合にのみ、指定商

品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別することができない

ものとみなされる。 

(3)本項は、商標が次に該当する場合に適用される。 

(a)商標が、本質的に、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービス

から識別するのに全く適合しておらず、かつ 

(b)出願人が、当該出願の出願日前に、商標が指定商品又はサービスを出

願人のものであると事実上識別する程度まで使用していなかった場合 

(4)本項は、商標が次に該当する場合に適用される。 

(a)商標が、本質的に、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービス

から識別するのにある程度まで適合しているが、十分ではなく、かつ 

(b)商標が、次の事項の結合効果を考慮に入れて、指定商品又はサービス

を出願人のものとして識別しておらず、将来識別するようにもならない場

合 

(i)商標が本質的に指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから

識別するのに適合している程度 

(ii)出願人による商標の使用又は使用予定 

(iii)その他の事情 

(5)本条の適用上、商標登録出願人の前権原者による商標の使用は、出願

人による商標の使用とみなす。 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

商標の識別性は、「商標」の定義に基づき個別に判断されるのではなく、第

41条（上記に記載）の規定に基づき判断される。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合
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は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：Section 41(3) and 41(4) 

条文：上記参照 

要件： 

これらの条文は、以下に該当しない限りは、商標は識別性を有するものと

判断されると規定している。 

(a)商標が、本質的に、識別する能力を有さず（例えば、通常の記述的な

語）、かつ、出願人が、当該商標が事実上識別力を有するようになる程度ま

で、出願日前に当該商標を使用していなかった場合、又は 

(b)商標が、ある程度は識別力を有するものの、出願人による商標の実際

の又は予定される使用の結果として、識別することができる場合、又はそ

の他の事情。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：Section 122(1) 

条文： 

第122条 どのような場合に商標は侵害されないか 

(1)第120条に拘らず、次に該当する場合は、何人も登録商標を侵害しない。 

(a)その者が善意で、 

(i)自己の名称又は自己の営業所の名称、又は 

(ii)自己の営業上の前任者の名称又はその前任者の営業所の名称、を使用

する場合、又は 

(b)その者が善意で、 

(i)商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地又はその他

の特徴、又は 

(ii)商品の生産時期又はサービスの提供時期、を表示する標識を使用する

場合、又は 

(c)その者が商標を商品(特に付属品若しくは予備部品)又はサービスの用

途を表示するために善意で使用する場合、又は 

(d)その者が商標を比較広告の目的で使用する場合、又は 

(e)その者が本法に基づいて自己に与えられた商標を使用する権利を行使

する場合、又は 

(f)裁判所が、その者がその商標について出願をしたならばその者の名義

で商標登録を受けることができることとなるという意見を有する場合、又

は 

(fa)次の両方の場合、すなわち、 

(i)その者が 初に言及した登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的

に類似する商標を使用している場合、及び 

(ii)裁判所が、その者がその実質的に同一又は欺瞞的に類似する商標につ

いて出願をしたならばその者の名義で商標登録を受けることができるこ

ととなるという意見を有する場合、又は 

(g)その者が、第120条(1)、(2)又は(3)にいう標識を、当該項にいう方法で

使用するに際し、(その商標の登録に際して付された条件又は制限がある

ために)登録所有者が有する商標を使用する排他権を侵害していない場合 

(2)第120条に拘らず、登録商標の一部について権利の部分放棄が登録され

ている場合は、何人も、商標の当該部分を使用することによっては、商標

を侵害しない。 

 

規定内容： 

■商標権の効力が及ばない 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■いいえ 

登録商標が登録すべきでないものである場合には、裁判所は取り消すこと

ができる（第88条）。したがって、場合によっては、商標の識別性につい

て、侵害者から侵害訴訟の抗弁の形式の一つとして異議が申立てられるこ

とがある。上記のCantarella Bros判決はそのような事案の一例であり、

被疑侵害者は、第41条の要件を満たしていないことを根拠として、登録商

標のOROは取り消すべきであると主張している。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

■識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）に

ある 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号： 

 オーストラリア法の下には、商標的「使用」に関する単一の定義は存在

しない。「使用」という用語の意味は、主に裁判所の判断に委ねられてい

る。 

 商標法は、以下に記載するとおり、第 7条に「使用」に関して一定の定

義を定めている。 

条文： 

第 7 条 

(1)登録官又は所定の裁判所は、特定の事件の状況を考慮して適切である

と判断する場合は、ある者が商標の同一性に実質的に影響を及ぼすことの

ない追加又は変更を加えて商標を使用していることが立証されるときは、

その者が当該商標を使用しているものと決定することができる。 

(2)疑義が生じないようにするために、商標が次のもの、すなわち、文字、

語、名称若しくは数字又はこれらの結合で構成されている場合は、その商

標の聴覚的表現は、本法の適用上、商標の使用であると言明する。 

(3)ある者による商標の許諾使用(第8条参照)は、本法の適用上、その商標

の所有者による商標の使用であるとみなす。 

(4)本法において、 

「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)の上での、又は商

品との物理的又はその他の関係における、商標の使用をいう。 

(5)本法において、 

「サービスに関する商標の使用」とは、サービスとの物理的又はその他の

関係における商標の使用をいう。 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されている 

 

条文番号：Section 120(1) 

条文： 

第120条 どのような場合に登録商標が侵害されるか 

(1)何人も、ある登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する

標識を、その商標の登録に係わる商品又はサービスに関して商標として使

用した場合は、当該登録商標を侵害する。 

 

■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立している 

 「商標的使用」論も裁判例により確立されている。Coca-Cola Co v All-

Fect Distributors Ltd、事件では、オーストラリア連邦裁判所は、次の

ように述べている。 

 『商標的』使用とは、商標が商品と商品に商標を付す人との間の取引上

の関係を表示するものであるという意味において、商標を「出所の記章」

として使用することである。この考え方が、第 17条の「商標」の定義（あ

る者が業として取引する商品を、他人が業として取引する商品から識別す

るために使用する標識）に具現化されている。 

 Scandinavian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company 

Pty Ltd [2016] FCAFC 91（2016年6月24日）事件では、裁判所は、製品の

輸入業者は輸入製品に付された商標を使用しているものとみなされるべ

きと判示している。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

■定義の識別性の規定では不十分なので補完あるいは限定している。 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

第92条は、登録商標の権利者が3年間、登録商標を誠実に使用しなかった
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場合には、取り消されることがあると定めている。第120条とは異なり、第

92条は「商標的使用」論に具体的には言及していないが、商標局はこの考

え方を適用している。例えば、Deckers Outdoor Corporation v B&B 

McDougal [2006] ATMO 5（2006年1月16日）事件では、登録商標の権利者

は一般的な用語であるUGG及びUGHを使用したことを援用しようとしたが、

商標局は、不使用を理由としてUGH-BOOTSの登録を取り消した。 

 

以上 
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海外質問票調査（「商標」の定義） ⑦中国 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や識

別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行法

の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1963年4月10日 

法律名、条文番号：中国商標管理条例 第3、第4条 

条文： 

第3条 

商標は商品の一定の品質を代表する標記であり、工商行政機関及び関連部

門が商品の品質を監督、管理すること。 

第4条 商標が一定な名称を備えけなればならない。商標を構成する文字

と図形が簡単明瞭で、かつ容易に識別できなければならない。 

 

施行日：1983年3月1日 

法律名、条文番号：中国商標法 第7条 

条文： 

第7条 

商標使用の文字、図形又はこれらの要素の組合せは、顕著な特徴を有し、

かつ容易に識別できなけばならない。登録商標を使用する場合に、「登録

商標」及び登録済みの標記を使用しなければならない。 

 

施行日：1993年7月1日 

法律名、条文番号：中国商標法 第7条 

条文： 

第7条 

商標が使用の文字、図形又はこれらの要素の組合せは、顕著な特徴を有し、

かつ容易に識別できなければならない。登録商標を使用する場合に、「登

録商標」及び登録済みの標記を使用しなければならない 

 

施行日：2001年12月1日 

法律名、条文番号：中国商標法 第8条、第9条 

条文： 

第8条 

自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができ

るいかなる（視覚的標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形

状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標

として登録出願することができる。 

 

第9条 

登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人

の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。 

商標権者は「登録商標」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日： 2014年5月1日 

法律名、条文番号：中国商標法 第8条、第9条 

条文： 

第8条 

自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができ

るいかなる標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩

の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標

として登録出願することができる。 

 

第9条 

登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人

の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。 

商標権者は「登録商標」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 ■主に、出所表示の識別性を意味している。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

★出所表示の識別性の裁判例 

高裁判所2011年10月28日 (2011)行提字第9号 

対象商標 

 

 
【事件の概要】 

 

2004年2月12日ベストバイ公司(以下、「原告」という)は商標局へ第35類に

おいて第3909917号商標「BEST BUY」を出願した。2006年2月28日、商標局

は、出願商標はその指定役務において、直接サービスの品質及び特徴を表

示するものにすぎないとして、その出願を拒絶した。原告は、これを不服

として商標審判委員会に不服審判を請求した。原告は、出願商標は外観、

文字構成及び観念などにおいて共に強い独創性を有し、商標登録の識別力

要件を具備していると主張した。また、出願商標は長期の継続使用により

既に、登録のための識別力を獲得しているも主張した。しかし、商標審判

員会は「BEST BUY」が「 も良い取引又は も良い売買」と翻訳すること

ができ、指定役務においては、直接的にサービスの品質及び特徴を表示す

るため、商標として有すべき識別性を欠如するというものだと判断され、

『商標法』第11条第1項(二)、(三)及び、第28条の規定に基づき、出願商標

のを拒絶した。原告はその審決に不服として裁判所に提訴したが、北京市

中等裁判所と北京市高等裁判所共に、出願商標は識別力がないと判断し、

商標審判委員会が下した審決を維持する判決を言い渡した。原告はそれに

不服し、更に、 高裁判所に再審を請求した。 高裁判所は異なる観点を

示し、出願商標が使用により識別力を有するようになった判決が言い渡し

た。 

 

高裁判所での争点： 

(1)審過程で提出した新しい証拠をを考慮すべきか否か 

(2)出願商標の識別力の有無 

 

[ 高裁判所の判決の主旨] 

(1)新たな証拠について 

一審で提出した新しい証拠が出願商標の識別性の判断に大きな影響を与

えるものであり、これらを考慮しなければ、原告は救済の機会を失うこと

になる。よって、 高裁判所は、出願商標が顕著的な特徴を具備するか否

かを判断する際、これらの証拠を考慮すべきであると判示した。 

(2)識別力の有無について 

商標の主要機能は商品又はサービスの出所を識別することにある。本案に

おいて、出願商標は英語の単語「BEST」、「BUY」及び黄色のラベルの四角枠

から構成され、その中の「BEST」及び「BUY」は指定役務に対し、一定の記

述性を有するが、ラベル図形及び鮮やかな色を併せて考慮すれば、全体的

に識別力を有する。特に、出願商標は国際的に比較的高い知名度を有し、

かつ中国では既に使用されており、使用を通じて一定の知名度を有するよ

うになった。そのため、上述した要素を総合的に勘案し、出願商標は、サ

ービスの出所表示を識別する機能を有し、関連公衆はそれをもってサービ

スの出所を識別することができるとの判決が言い渡した。 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

中国政府が1985年に『工業所有権の保護に関するパリ条約』に加入し、条

約の発効に併せて法制度を見直するため、『商標法』（1983年）第9条に、

「商標」の定義に「識別性」を導入した。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：商標法 第10条、第11条、第12条 

条文： 

第10条 

次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。 

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍歌、勲章等と

同一又は類似のもの、及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名

又は標章性を有する建築物の名称又は図形と同一のもの。 

（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、

当該国政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。 

（三）各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似のも
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の。ただし、同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせな

い場合にはこの限りではない。 

（四）規制又は保証用の政府の標章、又は検査印と同一又は類似のもの。

ただし、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。 

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、又は標章と同一又は類似のもの。 

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。 

（七）欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認

を生じさせるもの。 

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。 

県クラス以上の行政区画の地名又は周知の外国地名は、商標とすることが

できない。ただし、その地名が別の意味を有し、又は団体商標、証明商標

の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を使用した商標

として登録された商標は、引き続き有効である。 

 

第 11 条 

以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。 

(一)その商品の単なる普通名称、図形、型番にすぎないもの。 

(二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特

徴を直接表示するにすぎないもの。 

(三)その他の識別力を欠くもの。 

前項に掲げる標章が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能な

ものとなった場合には、商標として登録することができる。 

 

第 12 条 

立体標章を商標登録出願する場合、単にその商品自体の性質により生じ

た形状、技術的効果を得るための不可欠の商品形状、又はその商品に本

質的な価値を備えさせるための形状である場合には、これを登録しては

ならない。 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

中国の実務では、「商標」の定義（第9条）に直接に適用して、出願商標を

拒絶することがない。商標局は、商標の「識別性」を欠如することを理由

に出願商標を拒絶する際、絶対的拒絶理由の第11条及び第30条（この法律

の関係規定を満たさない）に適用して拒絶すること一般的である。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：中国商標法 第11条（3） 

条文： 

第11条(3) 

顕著な特徴に欠けるもの前段落に掲げる標識は、使用により顕著な特徴を

取得し、容易に識別可能となった場合は、商標として登録することができ

る。 

要件： 

明確な法律規定がないが、実務上では、審査官や審判官達は、「商標審査」

第二部分の七に基づき審査する。詳細の内容は以下のとおりである。 

 

七、使用により顕著な特徴を備えているようになった商標の審査 

自体に顕著な特徴に欠けている標識が、使用により商標の顕著な特徴を備

え、商品の出所を識別する役割を果たすようになったものは、商標として

登録を受けることができる。 

例： 

 
指定商品  指定商品 

練り歯磨き 温水器 

 

使用により顕著な特徴を備えているようになった商標の審査に当たって

は、関連公衆による当該商標への認知、出願人による当該商標の実際の使

用、及び当該商標が使用により顕著な特徴を備えているようになることに

係るその他の要素を考えなければならない。 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：中国商標法 第59条1項 

条文： 

第 59 条 1項 

登録商標に本商品の通用名称・図形・規格、又は商品の品質・主要材料・

機能・用途・重量・数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は地名を

含むものがある場合には、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止

する権利を有しない。 

 

規定内容： 

■商標権の効力が及ばない 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

■識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）に

ある 

 ■定義に「識別性」があるので、その登録商標に識別性を有しないこと

は被告側（被疑侵害者側）が主張・立証する必要がある。 

 

■識別性を有することの主張・立証責任は、原告側（権利者側）にある 

 ■定義に「識別性」があるが、その登録商標に「識別性」を有している

ことは原告側（権利者側）が主張・立証する必要がある。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：中国商標法 第48条 

条文： 

第48条 

この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取

引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活

動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をい

う。 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

 

■規定されていない 

 ■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立しているため 

明確に規定されないが、第57条に列挙した商標権侵害が全て、商標的使用

の行為である。また、中国の行政と司法実務に鑑み、中国では、商標権侵

害も主に商標的使用の行為を限定する。 

なお、被告側の抗弁理由として、現行商標法第 64条 1項によれば、「登録

商標の商標権者が賠償を要求した場合、侵害訴えを受けた当事者が登録商

標の商標権者が登録商標を使用していないと抗弁するとき、裁判所は、登

録商標の商標権者に事前三年間における登録商標の実際使用証拠の提出

を要求することができる。登録商標の商標権者は、事前三年間に当該登録

商標を使用したこと、又は、侵害行為によりその他の損失を被ったことを

証明できない場合には、侵害訴えを受けた当事者は賠償の責を負わない。」

と規定されている。 

よって、商標権侵害において、原告側と被告側いずれに取って、商標的使

用の有無が商標権侵害を構成できる及び賠償責任を問われるかどうかを

判断する重要な要件である。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

■定義の識別性の規定では不十分なので補完あるいは限定している。 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で
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の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は相違する 

 ➡どのように相違するのでしょうか？ 

 結論として、侵害事件と不使用取消事件の判断基準が異なる。 

不使用取消事件について、その立法主旨が商標の使用を促すことである。

取消手続が飽くまでも立法主旨を実現する手段であり、決して 終な目的

ではないと考えられる。よって、使用者より不使用抗弁の使用証拠に対し

て、行政機関及び司法機関はいずれも、商標権利を維持する傾向があるた

め、その使用証拠の基準も商標権侵害より厳しくないと考えられる。 

 一方、商標権侵害事件の立法主旨について、主に商標の機能（自他商品

役務識別機能や出所表示機能を発揮する）の発揮を保護することである。

つまり、侵害商標の使用によって、知名度が高ければ高いほど、商標権の

保護を強化すべきである。よって、使用証拠が商標権利の損害有無及び損

害額の決め手となる。商標権利者の権利濫用を回避するため、侵害事件に

おいて、使用証拠の審査は不使用取消よりも、高い規準がある。 

以上 
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海外質問票調査（商標）の定義） ⑧韓国 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や識

別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行法

の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：2012年3月15日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号 

条文： 

第2条1項1号 

「商標」とは商品を生産・加工又は販売することを業として営む者が自己

の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する

次の各目のいずれかに該当するもの(以下「標章」という)をいう。 

イ．記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合し、又はこれらに色

彩を結合したもの 

ロ．他のものと結合していない色彩又は色彩の組合せ、ホログラム、動作

又はその他視覚的に認識することができるもの 

ハ．音・匂い等視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・

図形又はその他の視覚的方法により写実的に表現したもの 

 

施行日：2007年1月3日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号 

条文： 

第2条1項1号 

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む

者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために

使用する次の各目のいずれかに該当するもの(以下「標章」という)をいう。 

イ．記号・文字・図形・立体的形状・色彩・ホログラム・動作又はこれら

を結合したもの 

ロ．その他視覚的に認識することができるもの 

 

施行日：1998年3月1日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号 

条文： 

第2条1項1号 

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む

者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために

使用する次の各目の１に該当するもの(以下「標章」という)をいう。 

イ．記号・文字・図形・立体的形状又はこれらを結合したもの 

ロ．イ目のそれぞれに色彩を結合したもの 

 

施行日：1996年1月1日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号 

条文： 

第2条1項1号 

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む

者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために

使用する次の各目の１に該当するもの(以下「標章」という)をいう。 

イ．記号・文字・図形又はこれらを結合したもの 

ロ．イ目のそれぞれに色彩を結合したもの 

 

施行日：1990年9月1日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号 

条文： 

第2条1項1号 

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む

者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために

使用する記号・文字・図形又はこれらを結合したもの(以下「標章」とい

う)をいう。 

 

施行日：1974年1月1日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項 

条文： 

第2条1項 

この法で商標とは、商品を業として生産・製造・加工・証明又は販売する

者が、自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号・文字・

                         
99 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 

図形又はこれらの結合(以下「標章」という)として特別顕著なものをいう。 

 

施行日：1949年11月28日 

法律名、条文番号：商標法 第1条1項 

条文： 

第1条1項 

本法で商標とは、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又は

販売業者が自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号、

文字、図形又はその結合の特別顕著なものをいう。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：2016年9月1日 

法律名、条文番号：商標法 第2条1項 

条文： 

第2条1項 

1.「商標」とは、自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除き、

役務又は役務の提供に関連した物を含む。以下同じ。)と他人の商品を識

別するために使用する標章をいう。 

2.「標章」とは、記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム・

動作又は色彩等であって、その構成又は表現方式に関係なく、商品の出所

を示すために使用する全ての表示をいう。 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

 ■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）

であることを認識できること）を意味している。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

大法院 2006 年 10 月 13 日言渡し 2006 ダ 40423 判決[販売等]99 

[当事者及び事実関係] 

①原告は米国及び韓国の商標権者であるブリザード社の登録商標

「 」が付されたゲーム物に対する韓国内での独占販

売権及び専用使用権を有している。 

②被告は米国で本件商標が付されたゲーム物を輸入して国内で販売

し、原告が商標権侵害訴訟を提起した。 

[判示事項] 

国内の登録商標と同一・類似の商標が付された指定商品と同一・類似

の商品を輸入する行為がその登録商標権の侵害などを構成しないとい

うための要件 

[判決の要旨] 

国内に登録された商標と同一・類似の商標が付された指定商品と同一・

類似の商品を輸入する行為がその登録商標権の侵害などを構成しない

というためには、外国の商標権者ないし正当な使用権者がその輸入さ

れた商品に商標を付していなければならず、その外国商標権者と韓国

の登録商標権者が法的又は経済的に密接な関係にあったりその他の事

情によって上記のような輸入商品に付された商標が韓国の登録商標と

同じ出所を表示するものとみることができる場合でなければならな

い。併せてその輸入された商品と韓国の商標権者が登録商標を付した

商品との間に品質における実質的な差異があってはならず、ここで品

質の差異とは、製品自体の性能、耐久性などの違いを意味するもので

あって、それに付随されるサービスとしての顧客支援、無償修理、部

品交換などの有無による違いをいうものではない。 

 

大法院 2012 年 4 月 26 日言渡し 2011 ド 17524 判決[商標法違反]100 

[当事者及び事実関係] 

①原告は染料について「SUPER TEMPERA」商標をオーストラリアと韓国

に保有していた。 

②被告人がオーストラリアから原告の真正品を輸入して染料を 250ml

ないし 500ml 容器に任意に分けて入れ替え、原告の承諾無しに「SUPER 

TEMPERA」標章を任意に製作して付し、販売した。 

[判示事項] 

商標権者などにより登録商標が表示された商品を譲受け又は輸入した

者が、任意に商品を少量に分けて新しい容器に入れ替える方式で包装

した後、登録商標を表示したり上のように登録商標を表示したものを

譲渡した場合、商標権ないし専用使用権を侵害する行為に該当するか

(原則的積極) 

100 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 
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[判決の要旨] 

商標権者ないし正当な使用権者により登録商標が表示された商品を譲

受け又は輸入した者が任意に商品を少量に分けて新しい容器に入れ替

える方式で包装した後、登録商標を表示したり上のように登録商標を

表示したものを譲渡したならば、たとえその内容物が商標権者などの

製品であっても商品の出所表示機能や品質保証機能を損なうおそれが

あるので、このような行為は特別な事情がない限り商標権ないし専用

使用権を侵害する行為に該当する。 

 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

1949年の商標法制定当時から「商標」の定義に「商標とは、商品を表示す

るものとして生産、製造、加工、証明又は販売業者が自己の商品を他業者

の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形又はその結合の特別

顕著なものをいう」と規定して識別性に対する内容が含まれていたが、当

時の立法経緯を確認することができる文献は確認されなかった。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：第33条1項各号 

条文： 

第33条(商標登録の要件) 

①次の各号のいずれかに該当する商標を除き、商標登録を受けることがで

きる。 

1．その商品の普通名称を普通に用いられる方法により表示する標章のみ

からなる商標 

2．その商品について慣用されている商標 

3．その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産

方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示す

る標章のみからなる商標 

4．顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみからなる商標 

5．ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法により表示する標章の

みからなる商標 

6．簡単でありふれた標章のみからなる商標 

7．第1号から第6号までに該当する商標のほか、需要者が何人かの業務に

関連する商品を表示するものであるかを識別することができない商標 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

 商標法の定義上、商標とは自己の商品101と他人の商品を「識別するため

に」使用するものであるので、「自他商品識別の主観的意思」は「商標の構

成要素」に該当する。したがって法文上自他商品識別の主観的意思が欠如

した場合は商標とみることができないが、審査段階で出願人が実際に自他

商品を識別する意思を有しているのか、出願人の内心の意思の有無を判断

するのが事実上不可能であるという点で、これは単なる「宣言的意味」に

該当するとみるのが妥当である。使用主義ではなく登録主義と書面主義を

とっている商標制度上、自他商品識別の主観的意思の有無は判断自体が不

可能で、結局商標法第33条の自他商品識別の客観的機能の有無で判断する

しかない。 

 これを商標法上の「商標」の定義に関して沿革的にみれば、1949年制定

法では「商標とは、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又

は販売業者が自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記

号、文字、図形又はその結合の特別顕著なものをいう。」と規定することに

より、商標の識別力(特別顕著性)が果して商標の構成要件であるのか、あ

るいは登録要件かに関する議論が起こったが、1990年改正法で「特別顕著

なもの」という要件を削除することによって立法的に特別顕著性の有無は

商標の成立要件ではなく商標法第33条による商標の登録要件であること

を明確にした。102 

 商標法第54条第1号は出願商標が「商標」の定義に合致しない場合を拒

絶理由と規定しているが、商標法の「商標」の定義で要求する識別性の欠

如を理由に拒絶され争われた審決例・判例は本調査では発見されなかった。 

 

                         
101地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務または役務の提供に

関連された物件を含む。 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：第33条2項 

条文： 

第33条 

②第1項第3号から第6号までに該当する商標であっても、商標登録出願前

からその商標を使用した結果、需要者の間に特定人の商品に関する出所を

表示するものとして識別できるようになった場合には、その商標を使用し

た商品に限って商標登録を受けることができる。 

要件： 

使用による識別性を獲得したものと認められるための具体的な認定要件

として、特許庁は、商標審査基準に次の3種類の要件を明示している。①

「商標登録出願前から商標を使用」したこと、②「需要者間」にその商標

が「特定人の商品に関する出所を表示」するものと「識別される」に至っ

たこと、③「実際に使用した商標を使用した商品に出願」したものである

こと、④使用による識別力を主張する者は「立証資料を提出」すること(審

査基準第4部第9章2.1ないし2.4) 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

商標中に識別力を含んでいない構成部分が含まれている場合、つまり商標

が識別力がある部分と識別力がない部分とが共に一つの商標として構成

されている場合に対する取扱規定は存在しない。ただし、他人が使用する

標章等が識別力がない標章に該当するときに商標権の効力がどのように

制限されるかに対する規定は設けられている。 

 

条文番号：第90条第1項 

条文： 

第90条(商標権の効力が及ばない範囲) 

①商標権(地理的表示団体標章権は除く)は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、その効力が及ばない。 

1．自己の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章又は著名な雅号・芸名・

筆名及びこれらの著名な略称を商取引慣行に従って使用する商標 

2．登録商標の指定商品と同一・類似の商品の普通名称・産地・品質・原材

料・効能・用途・数量・形状・価格又は生産方法・加工方法・使用方法及

び時期を普通に用いられる方法により表示する商標 

3．立体的形状からなる登録商標の場合には、その立体的形状が何人かの

業務に関連する商品を表示するのか識別することができない場合におい

て、登録商標の指定商品と同一・類似の商品に使用する登録商標の立体的

形状と同一・類似の形状からなる商標 

4．登録商標の指定商品と同一・類似の商品について慣用する商標並びに

顕著な地理的名称及びその略語又は地図からなる商標 

5．登録商標の指定商品又はその指定商品の包装の機能を確保するのに不

可欠な形状、色彩、色彩の組合せ、音又は匂いからなる商標 

規定内容： 

 ■商標権の効力が及ばない 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■いいえ 

商標法の「商標」の定義規定上の識別力欠如に対して抗弁したものは確認

されない。しかし、絶対的拒絶理由に該当する商標法第33条による識別力

が欠如した商標という点で権利濫用の抗弁は大法院2012年10月18日言渡

し2010ダ103000全員合議体判決によって認定された。 

大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決103 

[当事者及び事実関係] 

甲は「 」、「 」、「 」という商標及びサービスマー

クを「建築用非金属製モールディング等」及び「建築用モールディング

販売斡旋業等」に登録を受けた後、これと類似の標章を使用した他人に

商標権などの侵害差止及び損害賠償を求めたケースである。 

[判決の要旨] 

102 条文別商標法解説,特許庁,2007,16 頁 
103 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 
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登録商標に対する登録無効審決が確定する前であっても、商標登録が無

効審判によって無効となることが明白な場合には、商標権に基づいた侵

害差止又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当

して認められないとみなければならず、商標権侵害訴訟を担当する法院

としても商標権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁が

ある場合、その当否を詳察するための前提として商標登録が無効か否か

に対して審理・判断できるはずであるといえ、このような法理はサービ

スマーク権の場合にも同じように適用される。 

登録された標章の「HI WOOD」や「ハイウッド」のうち「HI」又は「ハイ」

は「高級の、上等の、高い」などの意味を有した英単語「high」の略語又

はその韓国語発音であり、「WOOD」又は「ウッド」は「木、木材」などの

意味を有した英単語又はその韓国語発音で、「高級木材、よい木材」など

の意味に直感されるといえる。 

したがって、「木材」からなる商品又はこのような商品の販売代行業、販

売斡旋業に使われる場合には指定商品又は指定役務の品質・効能・用途

などを普通に使用する方法で表示した標章のみからなる記述的標章に該

当し、「木材」ではない商品又はそのような商品の販売代行業、販売斡旋

業に使われる場合にはその指定商品が「木材」からなるか又はその指定

役務がそのような商品の販売代行業、販売斡旋業であると需要者を誤認

させるおそれがある品質誤認標章に該当して、それぞれその登録が無効

となることが明白である。したがって、原告商標に関する各商標権又は

原告サービスマークに関するサービスマーク権に基づいた原告の本件侵

害差止、侵害製品の廃棄及び損害賠償請求は権利濫用に該当して認めら

れない。 

 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

上記(5)の大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決は商

標権侵害訴訟を担当する法院としても商標権者の請求が権利濫用に該当

するという抗弁がある場合、その当否を詳察するための前提として商標登

録が無効か否かに対して審理・判断できると判示しているところ、被告側

が(商標法の定義規定上の「識別性」ではなく絶対的拒絶理由としての)識

別力欠如を抗弁事由として主張する必要があり、このような場合に法院が

判断できると解釈するのが妥当である。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：商標法第2条1項11号 

条文： 

第2条1項11号 

「商標の使用」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。 

イ．商品又は商品の包装に商標を表示する行為 

ロ．商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡

し、又は譲渡若しくは引渡しの目的で展示・輸出若しくは輸入する行為 

ハ．商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示し、

展示し、又は広く知らせる行為 

 

条文番号：商標法第2条2項 

条文： 

第2条2項 

第1項第11号各目による商標を表示する行為には、次の各号のいずれかの

方法により表示する行為が含まれる。 

1．標章の形状又は音若しくは匂いにより商標を表示する行為 

2．電気通信回線を通じて提供される情報に電子的方法により表示する行

為 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されていない 

■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立しているため 

大法院2003年4月11日言渡し2002ド3445判決104 

[事実関係] 

商標権者はFUJIFILMという登録商標を使い捨てカメラに付して販

                         
104 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 
105 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 

売し、被告人は使い捨てカメラの使用済みの空容器を収集して再

度フィルムを装填して一部包装を新たにし、包装容器及び本体の

紙部分には「Miracle」という別途の商標を表記したが、富士フィ

ルム(FUJIFILM)という商標はそのままカメラ本体に残っていた。

このような被告の製造・販売行為が商標法違反並びに不正競争防

止及び営業秘密保護に関する法律違反に該当するかどうかが問題

となった。 

[判決の要旨] 

他人の登録商標をその指定商品と同一又は類似の商品に使用すれ

ば他人の商標権を侵害する行為になるといえるが、他人の登録商

標を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能といえ

る出所表示のためのものではなく商標の使用と認められない場合

には登録商標の商標権を侵害した行為とみることができないとい

え、それが商標として使用されているかどうかを判断するために

は、商品との関係、当該標章の使用態様(すなわち商品などに表示

された位置、大きさ等)、登録商標の周知著名性、そして使用者の

意図と使用経緯などを総合して実際の取引界でその表示された標

章が商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判

断しなければならない。 

たとえ「Miracle」という商標を別途に表示したとか、「FUJIFILM」

という商標が「Miracle」という商標より小さいか色彩の面で識別

が容易でないとしても、本件登録商標を商標として使用したとみ

るべきであり、また本件使い捨てカメラは富士フィルムで生産さ

れる「Quicksnap」と同じように富士フィルムで生産される商品の

一種である「Miracle」と混同するおそれがあるため、これは商品

主体の混同を引き起こす行為であるといえる。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

商標法第2条第1項第1号の「商標」の定義上の識別性と、判例で言及されて

いる商標的使用論に対して、両者の関係を明確に言及している判例は確認

されないが、判例は商標的使用か否かが問題になったケースで商標の本質

的な機能としての出所表示機能を発揮しているかどうかを確認する事例

が多数存在する。 

大法院2003年6月13日言渡し2001ダ79068判決105 

[事実関係] 

原告は「SCA」という商標の商標権者であり、防毒マスクの製造・販売

会社である被告は自己の商号の英文名称の 初のアルファベットであ

る「S」と防毒マスクの部品である浄化筒を意味する「CANISTER」の略

語である「CA」とを組み合わせた「SCA」という表示の横に、濃度別等

級表示に該当する数字を併記する形式の標章を表示した。 

[判例の要旨] 

他人の登録商標と類似の標章を利用した場合であっても、それが商標

の本質的な機能といえる出所表示のためのものではなく、商標の使用

として認識されない場合には、登録商標の商標権を侵害したというこ

とができない。被告の標識は防毒マスク浄化筒の種類や規格ないし等

級表示の使用であるだけで、自他商品の識別標識として機能する商標

の使用とみることができない。 

 

大法院2013年1月24日言渡し2011ダ18802判決106 

[事実関係] 

指定商品を貴金属製ネックレスなどとする登録商標「 」の商標権

者である甲外国法人が、「 」形状を使用してネックレス用ペンダント

を販売する乙株式会社を相手取り商標権侵害中止を要求した。 

[判例の要旨] 

他人の登録商標と同一又は類似の標章をその指定商品と同一又は類似

の商品に使用すれば他人の商標権を侵害する行為になるが、他人の登

録商標と同一又は類似の標章を利用した場合であっても、それが商標

の本質的な機能といえる出所表示のためのものでなく、純然にデザイ

ン的にのみ使用されるなど商標の使用と認識されない場合には、登録

商標の商標権を侵害した行為とみることができず、それが商標として

使用されているかどうかを判断するためには、商品との関係、当該標

章の使用態様、登録商標の周知著名性そして使用者の意図と使用経緯

などを総合して、実際の取引界でその表示された標章が商品の識別標

識として使用されているかどうかを総合して判断しなければならな

い。 

 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

106 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 
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る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判には

適用されない 

侵害訴訟における商標的使用か否かと、不使用取消事件における認識に対

しては異なって適用されなければならないと明示した大法院判例と、不使

用取消事件では識別力有無が登録商標の使用か否かに対する判断を左右

する事由になり得ないという大法院判例に照らしてみると、商標的使用論

の思考が不使用取消審判にはそのまま適用されないと判断される。 

大法院 2013 年 2 月 28 日言渡し 2012 フ 3206 判決107 

[当事者及び事実関係] 

甲は「 」の登録商標権者として、ホーロー鍋の表面に

「 」のように使用している乙を相手取り積極的権利範囲確認審

判及び不使用取消審判を請求した。 

[判決の要旨] 

不使用による商標登録取消審判制度は、登録商標の使用を促進する一

方で、その不使用に対する制裁を加えることに目的があるので、商標

法第 73 条第 1項第 3 号、第 4項で規定する「登録商標の使用」か否か

の判断では、商標権者又は使用権者が自他商品の識別標識として使用

しようという意思に基づき登録商標を使用したものとみることができ

るかどうかが問題になるだけで、一般需要者や取引者がこれを商品の

出所表示として認識できるかは登録商標の使用か否かの判断を左右す

る事由になり得ない。反面、商標権の権利範囲確認審判では、確認対

象標章に対してその標章と同一又は類似の登録商標の商標権の効力が

及ぶかどうかを取引上商品出所の誤認・混同のおそれがあるかどうか

によって確定するものであるので、当初一般需要者や取引者が確認対

象標章を装飾用デザインとのみ認識し、商品の出所表示として認識す

ることが困難であったとすれば、確認対象標章が商標として使用され

たものとみることができない。 

 

大法院 2012 年 12 月 26 日言渡し 2012 フ 2685 判決108 

[当事者及び事実関係] 

①登録商標「 (モンテッソーリのハングル)」に対して不使

用取消審判が請求され、商標権者は通常使用権者が使用した実使用商

標「 (ベイビーモンテッソーリのハングル)」、「 (ベイ

ビーモンテッソーリのハングル)」を使用証拠として提出した。これに

対し原審は登録商標「 」は児童教育方法、教育プログラムを

意味するものと一般的に認識されていて識別力がない部分であるの

で、実使用商標を見て登録商標を使用するものと認識しないとして登

録取消とすべきであると判決し、これに対し商標権者が上告した。 

[判示事項] 

「登録商標の使用」には登録された商標と同じ商標を使用する場合は

もちろん、取引社会の通念上、識別標識として商標の同一性を損なわ

ない程度に変形して使用する場合も含まれるといえ、この場合、登録

商標が必ずそれだけで使われなければならない理由はないため、商標

権者などが登録商標に他の文字や図形部分などを結合して商標として

使用した場合であっても、登録商標が商標としての同一性と独立性を

維持している限り、これをもって登録商標の使用でないということは

できない。 

実使用商標「 」、「 」の場合、「モンテッソーリ」部分

と「ベイビー」部分が区別され同一性と独立性を維持したまま使われ

ているため、正当に登録商標を使用したものである。 

登録商標が当初識別力がない商標であったかどうかは、商標法第 73 条

第 1 項第 3 号、第 4 項で規定する「登録商標の使用」か否かの判断を

左右する事由になり得ない。 

以上

 

  

                         
107 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 108 大韓民国法院総合法律情報(http://glaw.scourt.go.kr/) 
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海外質問票調査（「商標」の定義）  

⑨シンガポール 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や識

別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行法

の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1999年1月15日 

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1998 section 2(1) 

条文： 

第2条 

(1)本法において、文脈上他に要求されない限り、 

「標識」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、

ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む。 

「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱

う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供

する商品又はサービスとを区別する能力のある視覚で認識できる標識を

いう。 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：2014年11月13日 

法律名、条文番号：Trade Marks Act section 2(1) 

条文： 

第２条 

(1)本法において、文脈上他に要求されない限り、 

「標識」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、

ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む。 

「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱

う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供

する商品又はサービスとを区別する能力のある標識をいう。 

 

（1）貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における

「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 

（2）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

 

理由、経緯： 

商標の識別性という考え方は、コモンローに基づく詐称通用訴訟に関連し

て存在しており、シンガポール商標が厳密に参考にした英国商標法に見ら

れたものである。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：7.(1)(2)(3)(4) 

条文： 

第7条 登録拒絶の絶対的理由 

(1)次のものは登録されない。 

(a)第2条(1)の「商標」の定義を満たさない標章 

(b)識別性のある特徴を欠く商標 

(c)取引において種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造若し

くはサービスの提供の時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を

指定することができる標章又は表示で専ら構成される商標、及び 

(d)現行の言語において又は誠実かつ確立した取引の慣行において慣例と

なった標章又は表示で専ら構成される商標 

(2)登録出願日前に、なされた使用の結果、識別性のある特徴を実際に取

得した場合は、商標は(1)(b)、(c)又は(d)により登録を拒絶されることは

ない。 

(3)標章が専ら次で構成される場合は、商標として登録されない。 

(a)商品自体の性質に起因する形状 

(b)技術的成果を得るために必要な商品の形状、又は 

(c)商品に実質的な価値を与える形状 

(4)商標が次の場合は、登録されない。 

(a)公序良俗又は道徳に反する場合、又は 

(b)公衆を欺瞞するような性質のもの(例えば、商品若しくはサービスの性

質、品質若しくは原産地に関して) 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

（ⅰ）シンガポール商標法に基づく商標登録の絶対的拒絶理由には、特に

以下のものが含まれる。 

・ 登録出願の主題が、制定法上の「商標」の定義の範疇に含まれない

ものであること（第7条（1）（a）） 

・ 登録出願の主題が制定法上の識別性の要件を満たさないものである

こと（第7条（1）（a）から（d）及び第7条（2）） 

（ⅱ）「商標」に該当しないとの拒絶理由については、「商標」の定義に関

する以下の側面について、拒絶理由が提示されることがある。 

・ 主題が「標識」であるかどうか。「標識」とは、「文字、単語、名称、

署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、

包装の概観又はこれらの組合せ」を含むと定義されている。ここに

挙げられているものは、全てを網羅している訳ではない。裁判所に

より、主題は標識ではないと判断された出願の一例としては、登録

出願が「掃除機の外表面の一部を構成する透明な容器又は収集室」

を登録するためのものであった場合があるが、この際に裁判所は、

この主題は「標識」ではなく、むしろ製品そのものであると判断し

ている。 

・ 標識を図形で表わすことが可能かどうか。この要件は、音や臭いな

どの視認できない標識の登録では問題が生じる。シンガポールでは、

視認できない標識で、登録が認められるのは、唯一、音の標章だけ

である。音の標章は、登録出願においては音符の記譜によって表わ

すことができる。 

（ⅲ）「識別性」の要件に関しては、三つの基準がある。 

・ 標識により、ある取引業者の商品又は役務を別の取引業者のそれと

区別することができること 

・ 標識に生来的な識別性があること。第7条（1）（b）から（d）は、識

別性のある特徴を欠く商標、商品又は役務を記述する商標、又は現

行の言語において若しくは誠実かつ確立した取引の慣行において慣

例となった商標の登録を禁じている。 

・ 標識が事実上、識別性を獲得したこと 

（ⅳ）「識別力」の基準を満たさない標識は、商標法における商標では

ない。1つ目の基準を満たす標識の場合、出願人が商標を使用した結

果としてその標章が十分な事実上の識別性を獲得していない限りは、

生来的な識別性を欠いていれば登録されることはない。 

（ⅴ）生来的な識別性に関しては、登録の拒絶理由は、通常は次の点

に関するものである。 

・ 当該標章が識別性のある特徴を欠いていること。例えば、あるブラ

ンドのジュエリーに用いられた文字標章「LOVE」の使用は、識別性

のある特徴を欠いていると判断された。この単語が人物／物／サー

ビスについて賛美や愛情、その他の強い前向きな感情を表現する称

賛の動詞として一般に使用されていたものであり、また証拠が示す

とおり、他の多くの宝石職人により使用されているものだからであ

った。そのため、平均的な需要者がこの単語を特定の宝石職人の出

所を示す記章だと認識することはないとされた。 

・ 当該標章が関係する商品又は役務の一定の品質又は特徴を記述する

ものであること。同様に、あるジュエリーブランドと共に単語「LOVE」

を使用することは、記述的でもあると判断された。ジュエリーは、

愛する者への贈り物として購入されるのが普通であり、目に見える

愛の表現であることから、この単語はジュエリーの「企図された目

的」であると示唆されたのである。 

・ 現行の言語において又は確立した取引の慣行において当該標章が慣

例となったこと。例えば、動く階段についての文字標章「ESCALATOR」

の登録出願は、「エスカレーター」という単語（可動する階段を意図

するものとして、ある会社が作り出した文字標章として出発した）

が長期間にわたって広く利用されてきたことを通じて識別力を失っ

てしまい、製品そのものを指す固有名詞となったことから、この理

由により拒絶されると考えられる。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：７.(2) 

条文： 

第7条 

(2)登録出願日前に、なされた使用の結果、識別性のある特徴を実際に取

得した場合は、商標は(1)(b)、(c)又は(d)により登録を拒絶されることは
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ない） 

要件： 

事実上の識別性の審査は、事実に関する問題である。以下は、完全に網羅

したものではないが、この審査において考慮されるべき要素を示している。 

・ その標章の市場シェア 

・ その使用の性質（集中的な使用か、広範な使用か、長年にわたる使

用か否か） 

・ その標章の宣伝に投じられた金額 

・ その標章を付して販売された商品又は役務が特定の出所に由来する

ものであると認識した個人の該当階級の割合、そして 

・ 事業者団体や商工会議所からの陳述） 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字

等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番

号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

■ある 

条文番号：23(1) and 23(2)  

条文： 

第23条 登録無効の理由 

(1)商標登録は、当該商標が第7条に違反して登録されたという理由で無効

を宣言することができる。 

(2)登録商標が、第7条(1)(b)、(c)又は(d)にいう商標であるために同条に

違反して登録された場合に、なされた使用の結果、登録された商品又はサ

ービスに関して登録後に識別性を得た場合は、無効を宣言されない。 

規定内容： 

 ■ 登録無効（Invalidation） 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するので

しょうか？ 

 

■はい 

侵害訴訟の被告の中には、登録商標の有効性に異議を申立てようと試みる

者がいるかもしれない。しかしながら、登録商標が、識別性を欠いている

との理由から無効化されたとしても、シンガポール国内で原告の標章が周

知商標として知られているという状態に依拠したり、詐称通用という不法

行為であることを根拠としたりするなど、原告が被告による侵害標章の使

用を阻止させることのできる理由は他にも存在するかもしれない。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

原告による登録商標の侵害の申立てに反証する手段として、被告が当該商

標の識別性に異議を申立てる場合、被告は登録商標が識別性を欠いており、

無効とされなければならないことを立証しなければならない。それ以外の

場合には、原告の登録商標を被告が侵害した方法について、原告側が立証

責任を負う。上記の質問2（5）への回答で述べたように、被告が識別性の

欠如を根拠として原告の登録商標の無効化に成功したとしても、原告は、

周知商標の保護や詐称通用など別の理由により、被告による侵害使用を阻

止することができる。 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：section 2(4) 

条文： 

第2条 

(4)本法において商標又は商標と同一の、類似の若しくは混同を生じる虞

のある標識の使用(又は使用の特定の記述)というときは、図形表示による

もの以外のその他の使用(又は使用の記述)を含む。 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されている 

条文番号：Section 27(4) and 27(5)  登録商標の侵害となる行為。 

Section 27(4)の行為はその標章を使用しないとみなされる 

条文： 

第27条 

(4)本条、第28条、第29条及び第31条の適用上、特に次の場合は、標識を使

用するものとされる。 

(a)商品若しくはその包装に標章を適用する場合 

(b)販売用に商品を提示する若しくは陳列する、標章を付してその目的の

ために商品を市場に出す若しくは在庫とする、又は標章の下にサービスを

提示する若しくは提供する場合 

(c)標章を付して商品を輸入若しくは輸出する場合 

(d)あらゆる媒体におけるものを含む、送り状、ワインリスト、カタログ、

営業書簡、営業文書、価格表若しくはその他の商業書類に標章を用いる場

合、又は 

(e)広告において標章を用いる場合 

(5)(4)に拘らず、次の者、すなわち、 

(a)商品のラベル表示若しくは包装に使用する若しくは使用することを意

図する材料に標章を適用する者、又は 

(b)(4)(d)に規定する文書上に若しくは広告において標章を使用する者

は、標章の当該適用若しくは使用の時点で、登録商標の所有者若しくは使

用権者がその標章の適用若しくは使用について同意しなかったことを知

らない若しくはそう信じる理由を有さない場合は、その標章を使用しない

とみなされる。 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

標章が「使用」によって事実上、識別性を獲得した可能性がある場合を除

き、「使用」の定義は、商標の識別性の分析に影響を及ぼさない。 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件におけ

る商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態

様での使用に限定されるのでしょうか？ 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも

適用される 

 ■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ 

以上 
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海外質問票調査（「商標」の定義）  

⑩ブラジル 
 

1．「商標」の定義の変遷について 

（1）貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施

行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。 

また、「商標」の定義に「識別性」（distinctiveness及びこれの類義語や識

別性を意味する表現を含む、以下同じ）を有する場合は、過去及び現行法

の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。 

 

①過去の「商標」の定義規定 

施行日：1976年12月21日 

法律名、条文番号：Code of Industrial Property、Article 61 

条文： 

第61条 

1）インダスリーマーク：他者の製品と区別するために、工業的製造者又は

手工業者によって使用されるもの 

2）商標：そのビジネスの品物又は商品を識別するために商人によって使

用されるもの 

3）サービスマーク：そのサービス又は活動を識別するために従業者、団体

又は企業によって使用されるもの 

4）一般的マーク：一連の製品又は品物の出所を識別するもので、特別なマ

ーキングによって個々に特徴付けられるようになったもの 

 

②現行法の「商標」の定義規定 

施行日：1996年5月14日 

法律名、条文番号：産業財産権法（Industrial Property Law）、Article 

122. 123 

条文： 

第122条 

視覚的に認識することができる標識であって、識別性を有するものは、法

的に禁止されていない限り、標章登録を受けることができる。 

 

第123条  

本法の適用上、次に掲げる定義が適用される。 

(I)製品標章又はサービスマーク：ある製品又はサービスを、出所は異な

るが、同一、類似又は同種である別の製品又はサービスから識別するため

に使用される標章 

(II)証明標章：ある製品又はサービスが、品質、特性、使用した原料及び

方法等に関し、一定の技術的基準又は規格と合致していることを証明する

ために使用される標章 

(III)団体標章：一定の団体の構成員によって提供される製品又はサービ

スを識別するために使用される標章 

 

（2）－1 

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商

標」の定義の識別性の考え方を教えてください。 

 

■自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）で

あることを認識できること）を意味している。 

 

（2）－2 

上記（2）－1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示

の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教え

てください。 

 

該当するような事例無し 

 

（3）貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理

由、経緯を教えてください。例えば、ＴＲＩＰＳ協定の発効に併せて法制

度を見直したためなど。 

  

理由、経緯： 

「識別性」が規定されたのは、「商標」の定義をTRIPS協定の定める定義に

より適合したものとするためである。 

 

2．「識別性」について 

（1）貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関す

る拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。 

 

条文番号：Article 122 and Article 124 

条文： 

第122条 

視覚的に認識することができる標識であって、識別性を有するものは、法

的に禁止されていない限り、標章登録を受けることができる。 

  

第124条 次に掲げるものは、標章としての登録を受けることができない。 

(I)ブラジル、外国又は国際機関の公の盾、紋章、メダル、旗章、記章、記

念物、又はそれらの名称、図形若しくは模造 

(II)単独の形での文字、数字及び日付。ただし、十分に識別的形状を具え

ているものを除く。 

(III)語句、形象又は図形その他の標識であって、道徳若しくは品位の基

準に反するか、又は他人の名誉若しくは印象を害するか、又は良心、信条、

信仰の自由若しくは尊敬及び崇拝に値する思想及び感情を損なうもの 

(IV)公共の団体又は機関の名称又はイニシャルであって、当該団体又は機

関それ自体によって登録申請がされていないもの 

(V)第三者に属する組織又は企業の名称に係わる特徴的又は識別的要素の

複製又は模造であって、その識別的標識との誤認又は混同を生じさせる虞

があるもの 

(VI)識別の対象とする製品又はサービスに関連する、一般的な、必然的な、

共通の、通常の、若しくは単に説明的性格の標識、又は製品若しくはサー

ビスについて、その性質、原産国、重量、価格、品質及び製品の生産若し

くはサービス提供の時期に係わる特徴を示すために通常使用される標識。

ただし、十分に識別的形状を具えているものを除く。 

(VII)単に宣伝手段としてのみ用いられる標識又は文言 

(VIII)色彩及びその名称。ただし、独特でかつ識別的方法により配置又は

結合されているものを除く。 

(IX)地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造、又は地理的

表示であると誤認させる虞がある標識 

(X)標章の使用対象である製品又はサービスに関し、その原産地、出所、性

質、品質又は用途について、虚偽の表示となる標識 

(XI)何れかの種類又は性質の基準を保証するために正規に使用される公

の印章の複製又は模造 

(XII)第154条の規定に従って第三者が団体標章又は証明標章として登録

している標識の複製又は模造 

(XIII)公の又は公に認められた運動、芸術、文化、社会、政治、経済又は

技術に係る行事の名称、賞牌又は表象、及びその模造であって、誤認を生

じさせる虞があるもの。ただし、その行事を推進する管轄の機関又は団体

の許可を得ている場合を除く。 

(XIV)連邦、州、連邦区、地方自治区、自治体又は外国の権利書、保険証

書、硬貨及び紙幣の複製又は模造 

(XV)第三者の個人名若しくはその署名、姓、父称の名又は肖像。ただし、

その所有者、相続人又は承継人の同意を得ている場合を除く。 

(XVI)著名な雅号又は愛称、個人又は団体の芸術上の名称。ただし、その所

有者、相続人又は承継人の同意を得ている場合を除く。 

(XVII)文学、芸術又は科学の著作物、並びにその題名であって、著作権に

よって保護されており、かつ、混同又は関連の虞があるもの。ただし、そ

れに係わる著作者又は権利所有者の承諾を得ている場合を除く。 

(XVIII)識別対象とする製品又はサービスに関連する産業、科学及び技術

において使用されている技術用語 

(XIX)同一、類似又は同種の製品又はサービスを識別若しくは証明するた

めに他人が登録している標章の全部又は一部、更に付加があればそれを含

めて複製若しくは模造したものであって、他人の標章と混同又は関連を生

じさせる虞があるもの。 

(XX)同一所有者が同一の製品又はサービスに関して有する二重標章。ただ

し、同じ種類の標章の場合、識別することができる形状を具えているとき

を除く。 

(XXI)製品若しくは包装に係わる必然的な、共通の若しくは通常の形状、

又は技術的効果の観点から不可欠な形状 

(XXII)他人の意匠登録によって保護されている対象 

(XXIII)出願人が事業活動上当然に知っている筈の標章であり、かつ、ブ

ラジル国内又はブラジルが条約を締結しているか若しくは相互主義の待

遇を保証している国に本拠又は住所を有する者の所有に係わるものの全

部又は一部を模造し又は複製した標識。ただし、この規定は、その標章が、

同一、類似又は同種の製品又はサービスを識別するためのものであり、前

記他人の標章との間で混同又は関連を生じさせる虞があることを条件と

する。 

 

（2）貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されて

いる場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考

え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのような

ものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定で

はなく絶対的な拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？ 

 

「識別性」を理由とした拒絶の申立ては、「商標」の定義に詳述されている

「識別性」や絶対的拒絶理由として定められているものと異ならない。ブ

ラジル特許商標庁（BPTO）は、一般的な、必然的な、共通の、又は単に説

明的性格の標識（美容品についての「ビューティー（beauty）」など）から
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成る標章は、商標として登録することができないとしている。ただし、こ

うした表現であっても、意匠又は識別性のある標章といった識別性のある

要素と関連する場合には、登録されることがある。しかしながら、このよ

うな理由でのBPTOの判断は、やはり余り一般的ではなく、審査官によって

異なる判断が出される可能性があることを指摘しておく。 

 

（3）貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別

性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。 

 

条文番号：N.A 

条文：N.A 

要件：N.A 

 

（4）貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等

を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文

字等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文

番号、条文、及び具体的な規定内容を教えて下さい。 

 

条文番号：N.A 

条文： N.A 

規定内容： 

■商標権の効力が及ばない 

 

（5）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害

訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無

が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないか

ら商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）侵害の訴えに対する抗弁

としては一般的に主張するのでしょうか？ 

 

■はい 

この点は、個別の事案によって異なってくるが、一定の場合に、識別性が

ないとの主張が、侵害の訴えに対する抗弁として用いられるのは間違いな

い。 

 

（6）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴

訟における主張・立証の責任に関連していますか？ 

 

■識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）に

ある 

 

3．使用（「商標的使用」）について 

（1）貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、

条文）を教えてください。 

 

条文番号：N.A. 

条文：N.A. 

 

（2）商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様

で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」に

あたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に

規定されていますか？ 

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えて下さい。 

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。 

 

■規定されていない 

 ■そのような考え方がそもそもないため 

 

（3）定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。 

 

商標的使用論の考え方がない 

 

（4）貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標

的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用

取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件にお

ける商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する

態様での使用に限定されるのでしょうか？ 

 

出願人が商標を使用していない場合、又は出願人が登録証に記載されてい

る元の識別性への変更を示唆する改変した形で商標を使用している場合

には、登録は不使用取消訴訟の対象となる（産業財産法第143条）。 

 

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟で

の適用基準（判断基準）は同じでしょうか？ 

 

商標の訴訟による取消しを請求できるのは、登録許可する行為が無効であ

る場合に限られる。不使用取消の請求は、BPTOに対してのみ請求すること

ができる。 

 

以上 

 



  

 

 

 

 

 

資料Ⅱ-２ 
関係団体ヒアリング調査結果（6者） 
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一般財団法人 知的財産研究教育財団 

知的財産研究所 

 

商標の識別性に関する課題（『認証・証明マークの保護』及び『商標の定義』

の観点から）についての調査研究 

－関係団体への国内ヒアリング調査項目（「商標」の定義について）－ 

 

我が国の商標法における「商標」の定義（商標法第 2 条 1 項）に識別性を追加する必要性

等について、貴団体のお考えを下記の点についてお聞かせください。 

 

問 1.商標法は、「商標」の登録要件として、識別性を求めていますが（第 3条）、「商標」の

定義それ自体には、識別性に関する記載がありません。この点、「商標」の定義に識別

性に関する記載を追加する必要性について、別紙に示すこれまでの商標制度小委員会

等における意見を参考にして、貴団体（会員）のご意見をお聞かせください。 

 

□1．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関す

る記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。（具体的事例を教え

てください。） 

□2．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関す

る記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。（具体的事例があ

ればお願いします。） 

□3．どちらともいえない（分からない等） 

□4．その他のご意見 

 

問 2.「商標」の定義に識別性がない現状で、商取引の現場や商標権侵害訴訟、不使用取消

審判等において、実務上問題となった点があれば具体的にお聞かせください。又は、特

段問題となったことがない場合には、その旨具体的にお聞かせください 

 

問 3．「商標」の定義に識別性を追加した場合、商取引の現場や商標権侵害訴訟、不使用取

消審判等において、実務上、良くなると考えられる点があれば具体的にお聞かせくださ

い。又は、実務上悪くなる点、困る点があれば具体的にお聞かせください。 

 

問 4．「商標」の定義に関し、識別性の検討に関するご要望があればお聞かせください。 

以上 
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別紙 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加するメリット 

(1)多くの国で「商標」の定義に識別性を規定しており、国際調和を図ることができる。 

(2)商標の本質である自他商品役務識別機能を「商標」の定義に規定することにより、「商

標」の概念が一般の認識と合致する。 

(3)産業財産権法の定義を比較した場合、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象

となるものの本質を定義している。商標法が「商標」の本質に関する定義を入れれば、

産業財産権法の全体からしても整合性が取れる。 

 

2．「商標」の定義に識別性を追加するデメリット 

(1)「商標」の本質的な定義を変更することは、商標法の体系に大きな影響を与えるおそ

れがある。 

(2)定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてきた裁判例との齟齬が生じないよ

う担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要があるが、

識別性の要件を商標法第2条第1項の「商標」の定義に盛り込むと、第3条、第26条等の

「商標」の語を「標章」に書き改める必要が生ずるだけではなく、立法技術的に困難な

点が生ずる部分もあり、混乱を生ずるおそれがある。 

 

3．侵害訴訟・裁判例からみる「商標」の識別性についての考え 

(1)識別性が商標権侵害の構成要件にないため、識別性を発揮しない使用であるにも関わ

らず、商標権者から訴えを提起されることがあり、裁判例では、商標的使用論で対処し

ている。 

(2)商標権侵害訴訟において、自他商品役務を識別する機能の面において使用されている

ものと認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない、との

考え方は、学説･判例上、ほぼ確立した考え方となっており、立法的にも平成26年法改

正において商標権の効力が及ばないものとして明確化されている。これまで重ねられ

てきた「商標としての使用」に関する整合性を確保することが必要である。 

(3)不使用取消審判・訴訟においては、自他識別機能を果たす態様での使用に限定されな

いとの裁判例があり、「商標」の定義に識別性を追加した場合、齟齬が生じるおそれが

ある。 

 

以上 
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問2 問3 問4

3

実務的な面と理論的な面、そして国際的
なハーモナイゼーションといった点から考
えるべきであり、一概に良い悪いを論じ
るには無理がある。

商標権侵害訴訟や不使用取消審判にお
いては、「商標」の定義規定に識別性が
ない現状で行われているので、実務上
は問題となったことがない。

理論的には、「商標」の定義規定に識別
性がないよりも、規定した方がすっきり明
解になる。

「商標」の定義規定に識別性を追加する
ことを検討することは、「商標」というもの
を考え直す、よい機会になる。

4

現行法の枠内で解釈論－商標機能論等
－で解決できる。

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（日本弁護士連合会）

理論的に正しくなり、国際水準に到達し、
素人にも理解しやすいものになる。（複
数意見）

識別性を定義した場合、何よりも商標法
が明確になる。取引の現場や訴訟にお
いて識別性を無視した無駄な議論や主
張をなくすことができる。
追加するということは、現状の認識を明
文化することであり、不都合はないと思
う。逆に、追加することにより、根拠を
持って識別性を検討し、また、識別性を
根拠を持って主張することができること
になり、法的な安定性が図られると思
う。

現実には、商標とは何かということが明
確になるだけで、商取引や訴訟の現場
では変わりはないと考えられる。

商標的使用でない標章の使用を侵害と
主張してあわよくば利を得んとするような
行為を抑止でき易くする。
識別性を発揮しない使用であるにもかか
わらず，警告を受けたり，訴訟提起され
ることが少なくなるような気がする。
自他商品識別機能がない使用方法の場
合、商標権侵害にならないことが明らか
になる。

実務上悪くなる点としては、これまでの
判例・実務に則したものであれば、特段
思い当たらないが、不使用取消の懸念
等は産業界から意見がある可能性があ
る。

メリットとしては、質問用紙の別紙の第１
項に記載されている事項等の整合性が
図られる。デメリットについてであるが、
実務的には特にないと思われる。問題に
なり得る事項としては、商標的使用であ
ることの立証責任の所在があるが、商標
の定義に識別性を導入している諸外国
において問題が生じていないのに、我が
国だけで特に問題が生じると考えるべき
理由が判然としない。

定義規定によって実務が良くなる点は特
に思いつかないが、それは、定義が無い
中で、関係者が判例や解釈を理解した
上で実務を行っているためである。他方
で、悪くなる点、困る点も思い当たらな
い。アンケート別紙のデメリット等とされ
ている点は、現実のリスクといえるのか
疑問がある。

1

国際ハーモナイゼーションの観点から必
要。（複数意見）

他の知財３法が、発明・考案・意匠の定
義について、本質を規定しているのに、
現行商標法における商標の定義は、本
質的規定になっていない。現行の裁判
や取引実務では、商標的使用といった
理論で対処されているが、本来は条文
上整理されているほうが望ましく、法律
上の必要性はある。（複数意見）
メリット・デメリットという実利の問題では
なく、法体系としての整合性に関わる問
題。
実務上問題があったかどうかではなく、
本質的要素にもかかわらず識別性が規
定されていないこと自体が問題。

２０１３年１月１６日付で日本弁護士連合
会が提出した意見書に記載された内容
が、現在でもそのまま当てはまる。（複数
意見）

商標権侵害訴訟において，２条３項があ
るから「商標的使用」だと主張された経
験が何度かある。自他商品識別機能が
ない使用方法にもかかわらず権利侵害
の警告や請求がある。商標権（禁止権）
の範囲を過度に広く捉える者が散見さ
れ、無用の紛争を招き、あるいは不当な
権利行使に屈する者がいた場合には、
正義に悖ることとなり好ましいことではな
い。（複数意見）

現状で困ることはないが、それは、判例
法が発達したからである。理論的に正し
くあるべきで、当然に定義規定に識別性
を加えるべきである。
現時点で商取引の現場や侵害訴訟の実
務で問題を感じることはないが、外国企
業等から説明を求められた場合、煩雑で
ある。
問題を具体的に感じたことはないが、商
標の定義規定に識別性を導入するのは
好ましいことと考える。

商標的使用論は識別性を発揮しない使
用態様に対して提起された侵害訴訟に
おいて、侵害を否定するために裁判所が
生み出した苦肉の解釈法理である。
解釈によって要件が追加され得るという
状態になるということでは法的安定性が
なくなる。

商標の定義に識別力を追加することによ
り、権利者の立証すべき事項が増えて
不利に働くのではないかという論は、訴
訟の実務に携わる者からすると、まった
くナンセンスな論。

裁判・取引実務からすると、商標的使用
には該当せず、侵害とは言えない使用を
行っているにも関わらず、商標権者から
商標権侵害の警告を受ける、という場合
がある。(複数意見）

商標定義に識別性があれば、「それは
商標ではない」と主張できる。
不使用取消（商標法５０）における使用
の要件について、識別性なき使用を使
用と認める判例に対しては疑問を抱いて
いるので、識別性が商標の定義として記
載されれば、５０条が改正されない限り、
議論の余地はなくなる。

一般人では一定の判断を示すのは困難
である。せめても定義規定が有ると分か
りやすい。
商標の定義に識別性が含まれていない
のは，理論的に分かりにくい。

特段の問題はないが、確立された解釈
を定義規定に盛り込むことを躊躇する理
由はない。
商標の本質的要素が自他商品役務の
識別性であると主張し、それを否定等さ
れたことがないため、問題になったこと
はないが、根拠規定なく主張していると
いう危うさは常に感じている。
特段問題はない。ただ、いつも、理論的
におかしいと感じている。
実務上問題となった経験はない。
もっとも、定義を補って実務が運用され
ているからであって、実務が運用できて
いるから定義を補う必要がないというの
は、まったく理由になっていない。

実務上の不便もあるが、他の知財諸法
と横並び規定を設けることが立法政策と
して正しい。

形式的な使用行為が全て商標権侵害に
なると解されてしまうことであるが、実務
上はいわゆる商標的使用論によって処
理されるため、実際の侵害訴訟事件に
おいては概ね妥当な結論が得られてい
る。

商標を使いやすくするためには，商標に
とって，識別性が本質的なものであるこ
とを定義した方が良い。

商標の定義を自他識別性を中心に検討
すれば、従来の商標制度の運用を明確
にすることができ、マイナス要因はない。

識別性を要件として規定することは必要
だと思いますが、商標法全体に支障が
出ないよう配慮が必要。
商標の定義に識別性を追加したとしても
現行法に大きな変更は必要ないと思わ
れるが、具体的にどのような問題があ
り、どのようにすれば対処できるのかを
ご検討頂きたい。社会的・経済的概念と
しての商標に識別性が必要であるという
ことを否定する見解はほとんどないはず
であり、識別性を追加するという方向性
自体には異論は少ないのではないか。

判例が解釈上補ってきた識別性を、端
的に定義条項に規定することは当然の
事と考える。

４．その他のご意見

２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。
３．どちらともいえない（分からない等）

問1
ヒアリング項目

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
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問2 問3 問4・その他コメント

1

商取引の現場や商標権侵害訴訟等の
実務との関連において、定義に識別性
に関する記載がないことによる問題を感
じたことがある。

侵害の場面で、「商標的使用」であるか
否かが問題となり、「商標的使用」とは
「識別力を発揮する形での使用である」
としていることとの整合性をとるために
は、商標の定義に識別性に関する記載
を含めるほうがいい

2

商標権侵害の場面においても、いわゆる
「商標的な使用」に関する解釈が確立し
ており、これにより対処しているケースが
多い。
　
定義規定を変更することは、このような
現行の法律構造に大きな影響を与える
ことになり、実務において（予想しえな
い）混乱が生じるおそれがあること、商標
法は勿論、他の法律、条約との関係も慎
重に検討し、修正していくことが必須とな
ること等を考慮すると、個人的には、現
行法で、実務上のデメリット・特段の問題
を感じていないため、現状維持が妥当。

商標の定義規定についてや、何故定義
に「識別性」が含まれていないか、など
の質問を受けたことはありません。

「商標」の定義規定に識別性がないこと
が理由で、実務上、大きな問題が生じた
経験はない

特段問題となったことがない。

特許法・実用新案法・意匠法では、保護
対象の本質を定義しているとのことです
が、商標それ自体は、単に選択物であ
り、発明や意匠などそれ自体に価値のあ
るものとは違うので、異なった法体系を
採ることはおかしくない。

定義に識別性を入れても、裁判が減ると
は考えられず、結局２６条で解決すること
になるかと思います。

識別性を定義規定に追加した場合、「識
別機能を発揮しない態様での商標の使
用は商標権侵害には至らない」という考
え方は、学説上、判例上、確立したもの
とみられるものの、商標権侵害訴訟、不
使用取消審判の場面において、そのよう
な考え方、理論構成が明確化できるとい
うメリットはある。

現行法の下で積み重ねた裁判例（いわ
ゆる「商標としての使用」に関するもの）
との整合性は保てるのか？

現実にメリット、デメリットを経験したこと
はない。

3

現状、実務において定義に識別性に関
する記載が無いことで困った経験はあり
ません。
分かりやすいということで言えば、定義
に識別性に関する記載があっても良い。

定義に識別性に関する記載があるか否
かが問題となったことはありません。強
いていうならば、クライアントに識別力の
説明をするときに商標だけど登録できま
せんというよりも、こういったものは商標
には該当しませんという方が分かっても
らいやすいのかなと思います。

あまり変わらないと思います。 証明商標をカバーできるような定義を入
れる必要があるのではないか。

識別性を構成要件に入れても、争点が
「商標的使用に当たるか否か」から「商
標に当たるか否か」に移るだけで実質的
に変わらない。

登録後に識別力を失った登録商標の取
扱い（権利行使（効力）の制限や後発無
効等）の検討が必要。
　不使用取消審判においても、識別性の
有無についての証明責任は請求人と商
標権者のどちらが負うのかが問題とな
る。現行の無効審判では３条違反に除
斥期間がありますので整合性の点で問
題になる。

4

商標の定義に「識別性」を追加するのが
「商標法のあるべき姿」。

具体的事例として問題を感じたことはな
いが、「べき」論として、（具体的客観的）
識別性に関する記載の追加は必要。

問題を感じることはありませんでしたが、
定義がないことに違和感を感じる。

問題となったことはない。

新商標導入時に、色彩は何でも登録に
なるという商標制度ユーザーが複数名
存在いた。

不使用取消審判において「登録商標の
使用」と評価されるか否かが今まで以上
にシビアになることが予想され、訴訟実
務に変更を来すおそれがある。

良くなる点：残念ながら、思い当たらず
悪くなる点：２６条との関係で、侵害訴訟
における識別性の立証責任の所在の不
明確化。

定義に「識別力」が導入された場合に、
登録要件、26条との関係がどうなるの
か。
侵害の場面で、商標権者の立証責任の
負担が増す（商標（識別標識）であること
を積極的に証明しなければならない）の
ではないか
登録後に識別力を失った商標も保護対
象でなくなるのか。

使用による識別性の獲得の法理論をど
うするか？

３．どちらともいえない（分からない等）
４．その他のご意見

問1

ヒアリング項目

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（日本弁理士会）

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。
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問2 問3 問4

1

商標は自他商品識別機能を有するもの
と認識されているため、事業部への説明
の際に、「商標」の定義が分かりづらく、
必要以上に複雑になってしまうと感じて
いる。

商標の基本的機能である「識別力」の定
義が法律上ないため、事業部担当者、
経営層へ商標にかかるリスクを説明する
場合に、説明が冗長となり難しく感じる。
「商標的使用とは」を説明する必要があ
り、より理解を難しくさせている。

自社の使用する商標については、事前
に商標調査の上、型番等も含め機能表
示と考えられる表示についても、商標的
使用と捉えられる可能性がある前提で、
他社商標権に抵触する恐れのある商標
の使用を中止しているため、問題となっ
たことはない。

識別性が商標の要件となれば、商標権
侵害訴訟を提起する際、侵害を構成する
かを、商標権者がより強く意識することに
繋がると考えます。不当に侵害訴訟が提
起され、被告側が「26条1項6号に該当し
効力が及ばない」と主張しなければいけ
ない事態となりうる現状よりも、そもそも
侵害を構成しない可能性を権利者側が
しっかりと検討することになり、不要な争
いの発生を減らし、また不要な争いに巻
き込まれる被告側の負荷軽減にもなる。

過去の判例との齟齬や立法技術的な問
題といったデメリットもあるものの、「商
標」の定義に識別性を追加した方が、法
律の構成として明快で分かりやすくなる
為、事業部への説明がしやすくなります
し、メリットは大きい。

「商標」は「自他商品役務の識別標識」と
いうことを理解、説明するのに誰もが分
かりやすい法律上の定義になっている
方が良い。

現状の判例で自社のケースに有利な判
例があったとしても、必ずしも同じ判断が
下されるとは限らないため、心理的にも
保守的な判断にならざるを得ず、商標選
択の幅を狭めている。

裁判において、権利行使の場面で商標
法の条文にない要件である「商標的使
用」という難解なものを挙げざるを得ない
ところが問題。

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（（一社）日本知的財産協会）

問1

実務の上においてあまり改正の必要性
を感じたことがなく、むしろ法文文言の修
正や判例蓄積との調整に労力がかか
る。

３条自体の記載はどのようになるのか。
実務的には現在の３条の内容や運用実
務が維持されることが重要。

現在特に困っていることがないので、定
義規定に識別性を追加する必要性を感
じない。別紙２（２）にあるような混乱を心
配します。別紙１（１）（２）（３）に挙げられ
ているメリットだけでは労力をかける価
値があるように思えない。

現在「定義」の文章のみを条文に追加し
たのみでは、現場での解決にはつなが
らない。

法文上は商標の定義に識別性が必要で
ある点は明記されていないものの、法3
条や26条の規定により、識別性が商標
登録や権利行使の要件である点は示さ
れているため、実務者間では商標に識
別性が必要であるとの解釈は広く且つ
十分定着している。また、特許庁の審査
や裁判所の実務上も、識別性が必要で
あることを前提として運用されており、判
断も積みあがっている。したがって、あえ
て法改正し法文上明記する必要性は見
当たらない。。

2

定義の記載がなくとも、審査では当然に
識別力の判断がされている実情を考え
ると、それほど必要とは思いません。

識別性を商標の成立要件とした場合、識
別性有無に疑義のある商標は特許庁な
り裁判所なりで決着が付くまで商標なの
か否かが定まらないという珍現象が生じ
るので不具合。

訴訟や審判において、これまで特段問
題なっていません。

問題となったことはない。識別性は、商
標の定義ではなくても、保護要件ではあ
りますので、それで充分権利範囲か否
かや商標的使用かどうかが判断できる。

定義規定に識別性はありませんが、識
別性がなければ登録となり得ないことに
ついては、知財担当者以外であっても商
取引の現場で広く認識されているという
のが実務上の感覚。

問題となった具体事例はありません。現
状問題は生じていません。

「商標的使用」の法理が裁判例で積み
重ねられてきたこと、商標法第26条5項
で抗弁事由として明文化されたことで十
分対応できる。

不使用取消審判・訴訟においては、自他
識別機能を果たす態様での使用に限定
されないとの裁判例あり、それとの齟齬
を懸念する。

商標とはどういうものであるのかが説明
し易くなる。

商標定義に識別性を置くと、識別力が明
らかに発揮されている態様でないと「登
録商標の使用」として認められないという
ことになり、商標権者の挙証責任がさら
に重くなることにより、明らかな不使用商
標以外に対しても不使用取消請請求の
チェレンジが行われるようになり商標権
者の権利は不安定になる。

これまでの裁判例との整合性がとれるの
か、懸念が生じる。

ヒアリング項目
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3

実務において特に問題を感じたことはな
く、その必要性の有無までは分からな
い。

定義に識別性に関する記載がないこと
による問題は感じたことはありません。
法改正の必要性については、商標法全
体の構成をどうするかという問題になっ
てくると思われますので、慎重に検討す
る必要がある。

社内関連部署に対して具体的な事案
（商標制度含む）を説明する際に、あわ
せて「識別力」を説明することがあるが、
その定義が定まっていない（判例やいわ
ゆる解説書での記載にとどまる）ため、
理解を得ることが難しいことがある。

特に問題となったことがありません。

定義規定に識別性を追加する場合は、
従前との対応に齟齬がないようにして欲
しい。

他国の定義内容ぐらいのことであれば、
必要ない。

・侵害の場面では、「識別性を発揮しな
い使用であるにも関わらず、商標権者か
ら訴えを提起されることがあり」とのこと
ですが、結局は被告側が「商標としての
使用ではない」として侵害について否認
をしなければならない代わりに、「識別力
のない使用である」という根拠をもって否
認することになるので、反論する理由が
変わるだけではないか
・不使用取消の争いの場合には、それに
加えて、その表示される位置や大きさも
判断の要素となると、識別力の有無につ
いて、現実的な使用態様をもって判断を
しなければいけなくなるが、「識別力」の
有無と具体的な使用行為は、どのように
判断されるのか疑問に感じる

4

商取引の現場や商標権侵害訴訟等の
実務との関連において、定義に識別性
に関する記載がないことによる問題を感
じたことはないが、記載があると社内規
程の商標の定義に識別性に関する記載
を追加することが容易に認められるた
め、商標検討部門への指導がし易くな
る。

商取引や侵害訴訟などで問題が生じた
ことはないのですが、日日々の業務の中
で識別性の判断に迷うこともある。

商特段問題を感じたことは無いが安易な
商標登録を防ぐ為に必要。

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。
３．どちらともいえない（分からない等）
４．その他のご意見

ユーザ企業・特許事務所・特許庁（さらに
いえば、海外の知財関係者も含めて）の
相互の認識をあわせることができ、審
査・審判・訴訟等の円滑化、ひいては商
標制度に対する国民の理解・浸透が図
れる。

例示列挙される形であれば、どういうも
のが　“識別性がない”というものか、明
確になる可能性がある。

現在でもすでに商標の中で識別力を有
するものでないと登録がされない制度に
なっていることや、商標として機能してい
ない使用については判例の積み重ねに
よって商標権を侵害しないこととして、無
限に商標権が及ぶことのリスクを軽減し
ている。これらの点からすれば、むしろ実
務的に商標そのものの定義の中に識別
性を入れることによる影響がどのような
ものがあるのか、メリット・デメリットを含
めて想起しづらい。

現状としては判例等により出所表示機能
を果たさない商標（標章）については商
標的使用でないと判断しているため、
「商標」の定義規定に識別性を追加しな
くても特段困ることはない。

識別性を追加することで現状とのズレが
生じないようにしてほしい。特に、不使用
取消の場面において、識別力を発揮す
る形で商標を使用している（商標的使用
である）ことの立証責任が権利者側に求
められることがないようにしてほしい。
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問２ 問３ 問４

1

判例、実務共に「識別性」を商標の定
義として扱っているにも関わらず、明
記されておらず、実態に即していな
い。
・諸外国からの日本の商標制度のス
ムーズな理解と、それに伴う積極的な
経済活動を促すことが国益と国際協
調に繋がる。

現状識別力がないような意味を持った
商標が容易に登録となることから、商
標調査の負担が増している。独占せ
ずに単に使用できればいいような商
標をあえて出願し、登録を取得せざる
を得ない状況にあるために、商標の
定義規定を修正することによって、審
査・審判で３条の拒絶を容易にできる
ようにし、識別力あることの立証責任
をある程度出願人に負わせるべき。

特段問題となったことがない。
判例、実務共に「識別性」を商標の定
義として扱っているためです。

諸外国の出願や権利者との無用な争
いが減少する。

今回の条文修正が商標法の体系に
大きく影響を与えるものであっても、実
務上より良い商標制度になるなら行う
べき。

2

識別性の有無の判断は難しく、異議
申立や訴訟において覆ることもままあ
る。そのような不安定な要素を商標の
定義に加えることは、不測の混乱を招
きかねない。

識別性はあくまで登録要件であって、
商標の定義として具備する必要性は
ない。
紛争において、「商標」であるかどうか
から議論せねばならず、当事者の負
担が大きい。
これまで識別力が疑わしいながらも登
録されている商標との関係において、
審査に矛盾、混乱が生じるのでは？
審査する側、出願する側、両方にとっ
て負担を大きくするだけ。 不
使用取消審判においては、自他識別
機能を果たす態様での使用に限定さ
れないとの裁判例があり、「商標」の
定義に識別性を追加した場合、齟齬
が生じる。

特段問題となったことがない。 良くなる点、悪くなる点、困る点はな
い。

困る点・・・識別性があると考える者は
「商標」と呼び、識別性が無いと考える
者は「商業用標章（仮）」と呼ぶことと
なる。

実務上の手間が増えると考えており、
メリットはないと感じています。
そもそも識別性は現３条等で担保され
ている上、国際調和を図る等もろもろ
列挙されたメリットを享受できたとして
も、権利者の立場での「本質的な利点
（メリット）」がよくわかりません。

商標の定義中に識別力を要求する必
要はない。識別力は登録要件である
とする、現状の商標法第３条の規定で
十分。

3

３条の規定で登録の要件としては、識
別性を要求している中、２条にどのよ
うに定義するかが良くわからないた
め、影響が良くわからない。

特に問題となった事例はありません
が、必要性について現時点では判断
できかねます。

２６条で対応が可能であるため、今ま
でにトラブルになったことがない。

現況、実務で困ったことはない為、追
加の必要性は感じない。

特に問題ありません。

定義にはなくても、商標的使用論で対
処している。

現時点、予測できない。

それ程変化はないのではないかと考
える。２６条や商標的使用論があるの
で、現状でも識別性を発揮しない状態
での使用に対し、警告書を受けたこと
も、送付したこともない。

実務上はほとんど、変化ないと思う。

不使用取消審判における使用、侵害
事件における使用等、様々なケースで
の使用の判断に影響を与えることで
あるため、十分に検討する必要があ
る。

4

識別性について明確に定義して、その
定義に基づき、出願・登録審査および
使用商標の有無、商標権侵害の有無
をしっかりと判断するのであれば、必
要と考えるが、逆に単に2条1項への
「識別性」の文言のみの追記等定義
が不明確なものであれば、かえって混
乱が生じ、争点が増えてしまうことにな
るので、必要ない。

直接的に問題が生じたことは今のとこ
ろないが、 近の審査では識別性が
ないと思われる商標が登録となるケー
スが多いので、将来的に実務上問題
が生じる可能性がある。

識別性の定義が明確であれば、識別
性の不明瞭な出願が減り、識別性の
ある商標のみが出願され登録となると
思われるので、実務上良くなると考え
るが、定義が不明確であれば、審査も
一定せず、現行同様、識別性が不明
確または識別性がない商標も出願・
登録となる可能性があり、かえって混
乱が生じ、争点が増えると考えられ、
実務上問題が生じる。

識別性の有無は、商品やサービスご
とに異なる場合があるので、識別性の
定義を検討する際、各区分での識別
性もはっきりわかるように定義してほ
しい。
識別性が定義されたら、その定義に
当てはまらない商標で、すでに登録と
なっている商標との侵害が生じた場
合、3条2項で登録となった商標を除
き、侵害の判断は商標としての登録
の有無、定義された識別性の有無の
どちらが優先されることになるのか。

３．どちらともいえない（分からない等）
４．その他のご意見

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（日本化粧品工業連合会）
ヒアリング項目

問１

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。



  

 

- 392 - 

 
  

問2 問3 問4

1

商標権侵害訴訟で、識別性が商標の定
義に含まれていれば、その立証責任は
原告にあると思われ、商標の定義に識
別性が含まれていれば、被告側の負担
は多少なりとも軽減されることになると思
われる。

商標の定義規程に識別性が追加された
場合、不使用取消審判においても、被請
求人の使用態様についてより適正に考
慮されたうえで審決に至ることが期待で
きる。

「自他商品役務の識別標識」であるとい
うことは、商標の本質かと思います。本
質をとらえた定義にすることで、国内外
の様々な利用者、学習者にとって、商標
法および関連法規のよりよい理解につな
がるのではないかと思います。

2

特段問題となったことがない。

特段問題となったことがない。3条で解
決。

「商標」の定義規定に識別性を追加した
場合、現行の商標法の体系に基づきこ
れまで判断されてきた商取引の現場や
商標権侵害訴訟、不使用取消審判等に
おける先例や裁判例と齟齬するおそれ
があり、実務に少なからず混乱が生じる
ことや、過去の先例・裁判例等における
理論構成が適用できないなどの実務上
の悪影響が生じる可能性がある。

過去の裁判例との齟齬や「商標としての
使用」に関する整合性については、検
討・整理が必要。

商標の定義規定に「識別性」を追加する
ことにより、これまでの判例との齟齬が
生じないか懸念され、また、登録要件(３
条)だけでなく、使用の場面(２５条、５０
条等)や侵害の場面(３７条、２６条等)に
関わる他の条文にも影響するため、商標
法全体としてもこれまでの判例との齟齬
が生じないよう検討を望みます。

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。
３．どちらともいえない（分からない等）
４．その他のご意見

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（（一社）電子情報技術産業協会）

3

具体事例はなく、現状で関連法も含めて
改正文言が明確ではないことから判断し
かねると考えます。

識別性を発揮しない使用であるにも関わ
らず、識別性が商標権侵害の構成要素
にないため、商標権者から権利主張を受
けた事案や、不使用取消請求に関する
事案で、使用証拠が商標的使用にあた
るかという点が争点となった事案はあり
ませんでした。仮に、そのような事案の
場合も、現行の商標的使用論での対応
は可能と考えます。

実務上の問題点や困りごと等は特にな
し。

識別性が商標権侵害の構成要件とな
り、その立証責任も権利主張する登録商
標権者となる場合には、識別力が低いと
考えられる登録商標に基づく侵害訴訟
等の抑制にはなる様に思う。反対に、権
利者側の立場からは、相手方の使用が
識別力を発揮した使用かの立証責任を
権利者が負うとなると、その分、侵害認
定を得るハードルが挙げる懸念がある。

少なくとも以下の点は検討が必要と考え
ます。
(1)登録商標が登録後に識別性を喪失し
た場合、「登録されているが商標ではな
いもの」(又は「商標ではないが登録され
ているもの」)ということになるのか。その
場合商標権は自動的に失われるのか。
また、指定商品・役務の一部についての
み登録後に識別性を喪失した場合、「一
部の商品・役務につき登録商標ではなく
なった登録商標」といったようなことにな
るのか。却って制度が複雑化してしまう
のでないか。

(2)登録商標が登録後に識別性を一旦喪
失した後に回復した場合は、商標権も一
旦途絶えて再度発生することになるの
か。そうだとすると、登録されている商標
の権利が識別性の変遷に伴って消えた
り生じたりすることになるが、そのような
定義規定は却って理解され難いのでは
ないか。

(3)商標定義に識別性が追加されたとし
ても、商標権者が権利主張を控えるよう
になるかと言えばそうではなく、識別性
有る旨の権利主張をするであろうから、
結局のところ防御側は識別性無いことを
反論する必要に迫られて、結果的に現
状と何も変わらない構図となるのではな
いか。

これまで積み重ねてきた裁判例等との
齟齬が生じないようにしていただきた
い。

問1
ヒアリング項目
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問2 問3 問4

1

商標権侵害が問題になる場面で、査定
時には識別性があり登録になったも の
の、後発的に識別性のなくなったと思わ
れる商標について、定義に「識別性」を
盛り込めば、商標的使用論を持ち出すこ
となく矛盾なく説明できる点は評価でき
る。

定義を社会通念上の商標に近づけること
の意義は大きい。

立法者側・裁判所側にとっては、法改正
に伴う従来の裁判例との齟齬等が懸念
されるだろうが、定義中に含めること
で、社員に対する教育がし易くなる。ま
た、明らかに識別性のないマークに対
し、他社が権利行使をすること も減少す
ると想定され、警告書・訴訟対応費用が
節約される。

「商標的な使用」をしていないにもかか
わらず、当該商標の使用につき警告をう
けたことがある。

特段問題になったことはないが、識別性
とは何かについての説明が難しいと常に
感じ る。

後発的に識別力のなくなった商標に対
する商標権侵害事例を、商標的使用論
を持ち出すことなく判断で きる点につい
てはメリットである。

社会通念上と法律の定義の商標の距離
が縮まることによって、企業内での説明
がし易 くなる。

紛争の場合には「その商標が何年法の
ものを指すか」ということにつ いて注釈
が必要になる。

「識別性がないため、商標ではない」とい
うことが明確化するため、その他の要件
を 検討するまでもなく非侵害あるいは商
標非使用であることが明らかになり、訴
訟負担・審判対応のコスト（費用・時間）
が低減する、という点で良くなる。

識別力のない部分を明記（宣言させる）
等（いわゆる海外でいうディスクレーム
制度）を取り入れること も検討いただき
たい。 また、登録後に識別力が無くなっ
た商標権をどのようにするのか。

3

識別性を追加するだけで何かの問題が
解決するというようには思えず、解釈面
では新たな問題も発生するように思う。

将来、定義に識別性が追加された場合
は、定義を基本に過去の判例も参酌され
判断されるのか。

主要な国々と揃えることは意味がある。

4

今のところ、実務上さほど問題があるよ
うには思えませんが、国際協調の圧力
が高まってきているように思う。

別紙で言及されているとおり、過去の審
決・裁判例との整合性が問題になる可
能性はあると思う。

ヒアリング項目

関係団体ヒアリング調査結果一覧表（（一社）日本食品・バイオ知的財産権センター）

2

現状で実務で困ることはない、不便はな
い、実務上特に問題は感じない、実務上
の必要性が生じていない 。

現状、商標登録の要件として識別性を求
められており、登録後においては 実質
的に変わらない。

識別力が無いものを商標としないとする
と、３条２項での登録のロジックも変える
こととなり、３条２項で登録になった商標
の侵害事件の時などの考え方や法規定
を整理することになる等煩雑な一方、定
義に入れた時にメリットをさほど感じな
い。

定義にあろうとなかろうと、事案毎に、そ
の商標が識別性を発揮しているかどうか
は重視されており、実務に大きな影響は
感じない。侵害性の検証に際しては第26
条の規定で十分。

これまで積み重ねてきた考え方を無理
に整理しなおして混乱を生じるリスクを踏
むよりも、従来通りの運用を続けた方が
良い。

これまで蓄積されてきた裁判例との齟齬
や法体系の混乱等、デメリットが懸念さ
れる。

商標制度小委員会等における意見で挙
げられているメリットが実務者の観点か
らメリットと感じないから。（特に、国際調
和を図ることができるとどう、実務者に
とってメリットとなるのか、産業財産権法
の全体からしても整合性が取れるとど
う、実務者にとってメリットとなるのか）
一方でデメリットについては、実務者に
とってもデメリットと感じる。

無くても特に問題になった経験は無く、
むしろ改正に伴う混乱の方が懸念さ れ
る。

特段問題がない。現状において法の解
釈運用がなされているため。

特段問題になったことはないが、商標権
侵害訴訟の場面等でも法解釈と弾力的
な運用で解決できると考える。

これまで実務上問題となった経験はあり
ません。また、日本の商標法の定義規定
に識別性がないことにより、日本と諸外
国での判断に差がでているといった認識
はありま せんでした。

社内関係者に説明しやすくなる。

良くなる点：定義に識別性が追加される
と「商標的使用」の概念も必要なくなり、
法に基づいたわかりやすい判断になる。
困る点：過去の判例を参考とした判断が
しづらくなる。

良くなる点：特に現状想定されない。
悪くなる点：これまでの理屈で考えられ
なくなり、法改正への対応業務が増え
る。

現状の商標法の体系に混乱を生じさせ
るおそれがあると懸念します。

変更しても実質的に大きな違いは出な
いと考えます。あえて変更すると、法典
の変更箇所が多くなり、不便になる。

条文や審査基準が変わることで、実務
上どのように 解釈・適用したらよいか、
当面は混乱が生じる。

【良くなると考えられる点】 不使用取消
審判・訴訟においては、自他識別機能を
果たす態様での使用に限定されること
になり、予見可能性が高まる。
【悪くなる点、困る点】 識別力が乏しいも
のに TM マークを付す場合、虚偽表示に
ならないか心配になる。

登録後、事後的に識別力を失った商標
については、26 条に基づく効力の制限
規定に加え、定義規定でもこのような商
標（標章）の効力を制限することができる
ようにな り、争いの際の争点の選択肢
が増える点でメリットがある。

審判、裁判だけでなく、審査段階でどの
ような影響が出るのか、実務上どのよう
な影響があるかを示してほしい。

現行法３条２項の手当てをどのように行
うのかが気になる。

定義規定に識別性が追加された場合、
審査基準がどのように改訂されるか。

１．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがあり、必要と考える。
２．商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、定義に識別性に関する記載がないことによる問題を感じたことがなく、必要と考えない。
３．どちらともいえない（分からない等）
４．その他のご意見

問1



  

 

 

 

 



  

 

 

 

資料Ⅱ-３ 
学識経験者ヒアリング議事要旨（6者） 
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学識経験者ヒアリング調査項目（「商標」の定義） 

 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した方が良いとお考えの場合、以下の点についてお聞か

せください。 

（1）追加した方が良いとお考えの理由 

（2）改正が必要と思われる条文、また、その理由 

（3）改正が必要と思われない条文、また、その理由 

注：上記（2）（3）については、下記Ｂ．でも詳しくお聞かせください。 

 

2．「商標」の定義に識別性を追加する必要はないとお考えの場合、その理由をお聞かせく

ださい。 

 

3．上記1．2．以外のお考えがありましたらお聞かせください。 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

注：「商標」の定義に識別性を追加する必要性はないとのお考えの場合も、ご意見をお聞か

せください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

（2）商標法全体における「標章」と「商標」の使い方の整理の必要性 

（3）上記以外の課題・論点 
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2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

（1）現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

（2）将来の新商標追加への対応の課題・論点 

（3）現状、「商標」の定義に商品又は役務との関連性（1号及び2号）の要件が規定されて

いることの課題・論点 

（4）証明商標の観点からの課題・論点 

（5）追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかか

る商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識

別させる機能を有する必要があるのか等。） 

（6）上記以外の課題・論点 

 

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

（2）その他、使用による識別性の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせくださ

い。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第7条の2との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

（2）使用による識別性（第3条2項）の周知性の要件を緩和して登録が認められた地域団体

商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 
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（3）その他、地域団体商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（1）現状、「商標の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定義に識別

性が追加された場合に、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用は、侵

害行為に該当しないことになると考えられます。識別性の有無をみなし侵害の要件

にすることと、第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

（3）その他、第37条における「使用」についての考え方（10．（2）参照）と共に、課題・

論点があれば、お聞かせください。 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

（2）その他、取消審判における課題と論点があれば、お聞かせください。 

 

8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（1）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しない

標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用が

問題になるという、登録商標のみなし侵害（6．（1）参照）とは異なる結論になると

考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

（2）その他、防護標章登録における課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

9．その他影響が生じると思われる条文 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、上記以外の影響が生じると思われる条文

及びそれらについての課題や論点をお聞かせください。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

(1)「商標」の定義に識別性を追加した場合、第2条第3項の「使用」の定義に自他商品役
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務識別機能を果たす使用態様を追加する必要性とその場合の課題・論点 

(2)「商標」の定義に識別性を追加した場合、第25条及び第37条の「使用」に自他商品役

務識別機能を果たす使用態様を追加する必要性とその場合の課題・論点 

(3)上記以外の課題・論点があればお聞かせください。 

 

11．裁判例への影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合の裁判例（侵害事件、不使用取消事件等）へ

の影響と課題・論点をお聞かせください。 

（「商標的使用」を要しないとした裁判例との齟齬） 

 

12．商標法以外の法律に与える影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、商標法以外の法律に与える影響とと課題・

論点をお聞かせください。 

 

13．現行制度のままである場合の課題・論点をお聞かせください。 

 

14．「商標」の定義の識別性に関してその他ご意見があればお聞かせください。 

 

別添：商標制度小員会等における意見の概要 

以上 
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別添 

1．「商標」の定義に識別性を追加するメリット 

（1）多くの国で「商標」の定義に識別性を規定しており、国際調和を図ることができる。 

（2）商標の本質である自他商品役務識別機能を「商標」の定義に規定することにより、「商

標」の概念が一般の認識と合致する。 

（3）産業財産権法の定義を比較した場合、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象

となるものの本質を定義している。商標法が「商標」の本質に関する定義を入れれ

ば、産業財産権法の全体からしても整合性が取れる。 

 

2．「商標」の定義に識別性を追加することによるデメリット 

（1）「商標」の本質的な定義を変更することは、商標法の体系に大きな影響を与えるおそ

れがある。 

（2）定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてきた裁判例との齟齬が生じないよ

う担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要がある

が、識別性の要件を商標法第2条第1項の「商標」の定義に盛り込むと、第3条、第26

条等の「商標」の語を「標章」に書き改める必要が生ずるだけではなく、立法技術的

に困難な点が生ずる部分もあり、混乱を生ずるおそれがある。 

 

3．侵害訴訟・裁判例からみる「商標」の識別性についての考え 

（1）識別性が商標権侵害の構成要件にないため、識別性を発揮しない使用であるにも関わ

らず、商標権者から訴えを提起されることがあり、裁判例では、商標的使用論で対

処している。 

（2）商標権侵害訴訟において、自他商品役務を識別する機能の面において使用されている

ものと認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない、

との考え方は、学説･判例上、ほぼ確立した考え方となっており、立法的にも平成26

年法改正において商標権の効力が及ばないものとして明確化されている。これまで

重ねられてきた「商標としての使用」に関する整合性を確保することが必要である。 

（3）不使用取消審判・訴訟においては、自他識別機能を果たす態様での使用に限定されな

いとの裁判例があり、「商標」の定義に識別性を追加した場合、齟齬が生じるおそれ

がある。 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：A 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

現状の法解釈を変更することが目的ではないのであれば、「商標」の定義に識別性を

加える必要はない。 

＜その理由＞ 

① 定義に識別性を追加する目的は、分かりやすくするということか。現状は、裁

判例と実務の積み重ねがあり、複雑な条文構成となっているため、あるがまま

で分かりやすくするという目的を達成することができるかが疑問に感じる。

すなわち、「商標」の定義に識別性を追加するということは根本的に手を入れ

ることになるので、現状に変更を来さないように追加するには煩雑な作業を

要し、場合によっては漏れが生じる可能性もある。現状のあるがままにしよう

とするほど複雑になり、分かりやすさは失われる。また、現状がなにかという

ことについて争いがあるところもある（後述）。 

② 特許法等では、発明の定義があるが特許法全体には余り影響を与えていない。

特許法では、発明の定義の「高度」性は通常使わず、特許法第29条（新規性・

進歩性）で判断するが、第29条は発明の定義に入っていない。もし「商標」の

定義に識別性を追加すれば、これは商標法全体に影響を与えるものであるか

ら、四法横並びになるのではなく、むしろ商標法が突出することとなる。 

③ 不使用取消における商標的使用の要否に関しては、裁判例や学説が分かれて

おり（私自身は商標的使用必要性であるが）、いずれと決するのかということ

を立法で決めるという覚悟かない限り、しばらく裁判例や学説の進展に委ね

ておいた方がよい。それを、たまたま、（前述したように、さして必要もない

にも関わらず）「商標」の定義に識別性を追加する作業をしなければならなく

なったので、いたしかたなく副次的に、この論点を議論して、いずれかに決め

ることは妥当ではない。 

④ 「商標」の定義に識別性がないことによる不都合は現に生じておらず、定義の

規定ぶりが諸外国と異なるからと言って、国際ハーモナイゼーションが理由
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にはならない。例えば、特許の発明の定義は、欧米と比較すると、日本特有の

ものであるが、国際ハーモナイゼーション上の不都合がいわれることはない。 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

 

・ 「商標」と「標章」の区別は個別に行わなければならない。詳細は下記に記載。 

 

2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

(1)現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

 

・ 不正競争防止法は侵害訴訟で混同防止を目的とするので、限定列挙になっていなくて

も問題ないが、商標法は、商標を出願させ、審査のうえで登録する必要があるため、

不正競争防止法では問題にならない、出願、審査、登録制度を構築し運用するコスト

が発生する。そうしたコストを負担してもなお新たな対象の登録制度を導入する便益

があるのかということの判断は、裁判所ではなく、立法がの仕事であると考える。し

たがって、法文か政令委任であるかは別として、条文により対象を限定すべきである。 

・ 法文か政令委任かということに関しては、上記の判断は、よりオープンかつ慎重な手

続でなすべきであるという意味で、法改正により実現することが望ましいと考える。

政令指定で柔軟に対応できるのは必ずしも良いこととは考えないし、少なくともこれ

以上柔軟にする必要はない。 

 

(2)将来の新商標追加への対応の課題・論点 

 

・ 上記のように、出願、審査、登録制度の構築という裁判所が判断するのに不向きな事

情を考慮しなければならない以上、抽象的な法文の下、裁判所の判断で、例えば、香

りがいきなり商標に入ってしまうような制度はおかしい。 
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(3)現状、「商標」の定義に商品又は役務との関連性（1号及び2号）の要件が規定されてい

ることの課題・論点 

 

・ 「商標」の定義はいじらないに越したことはないが、もし、何らかの理由で改正する

ということになったとしても、その影響は 小限のものに止めるべきである。現状の

条文では、「商標」の定義に商品・役務との関連性は必要であるところ、そこを変更

することは、特に第3条との関係で抜本的な変更をもたらす可能性が有り、望ましい

とは思われない。 

 

(4)証明商標の観点からの課題・論点 

 

・ 証明商標の識別性の考え方は、下記の＜識別性の考え方＞の③の識別性である。「商

標」の定義に識別性を追加する場合、影響を 小限とするならば、①の意味の識別性

に限定し、③の意味の識別性は除外するのが良い。 

 

＜証明商標の識別性＞の考え方 

 

・ まず、この問題を議論するスタンス、ひいては改正のスタンスを決める必要がある。 

・ かりに、第一の立場として、証明商標に関しては、マドプロ対応で、単に「証明商

標」というカテゴリーを明示するというだけで、権利行使の場面で特に通常の商標

と変更させないということであれば、通常の商標と異なる登録要件を課す必要はな

く、したがって、通常の商標における識別性と異なる識別性を議論する実益に乏し

い。 

・ 他方、第二の立場として、現実に世の中で「証明商標」として意識されているもの

の中には、通常の商標と異なる識別性を発揮しているときがあり、それに応じて商

標の使用のされ方も通常の使用とは異なるものがあることは事実であり、そのよう

な実態に即して、通常の商標とは異なる権利行使が可能となるような証明商標制度

を導入しようというのであれば、それに応じた登録要件も議論していく必要がある。 

・ 以下では、かりに第二の立場をとるとして、いわゆる「証明商標」と呼ばれている

ものの中で、通常の商標とはいかなる意味で異なる識別性を発揮しており、必要と

あれば新たな制度導入に馴染むものとしてはどのようなものがあるのかということ

を示すことにする（制度導入や運用にはそれなりにコストが掛かるので、このよう

な実態に鑑みた新たな証明商標の制度を導入すべきであるか否かということはまた

別途議論が必要となる）。「証明商標」は出所識別の仕方が他の商標とは相違する。

証明商標の出所は、個別の商品の出所を指しているのではなく、様々な商品を含む
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商品群の出所を指す。例えば、一定の手続で認証されている商品群等（例えばJISマ

ークの付いた商品群）とそれ以外の商品群との識別を意味する。証明商標の識別性

も、基本的には出所表示機能に基づくものである。ただし、一つの出所というより、

商品群に対して使われるものであり、また、その主体もグループ若しくはより広い

概念（全国・地域全体における団体の集合体、フランチャイジー等）からの出所を

示すものである。つまり、証明商標的使用は、通常の商標的使用とは異なるもので

ある。 

・ 証明商標の識別性は、一定の手続で認証されている商品ないし役務を、そうでない

商品ないし役務から識別している。商品等の品質を識別するものではなく、品質が

同じか否かで判断するものではない。もし品質を判断基準とすると、認証の有無に

関わらず、同じ品質であれば侵害にならないこととなり不合理である。 

・ 証明商標の出所の識別の仕方が他の商標とは相違するので、通常の「商標的使用」

と「証明商標的使用」に分かれることとなる。例えば、商品に大きく「エコ」と表

示されている場合は、個別の商品についての通常の商標的使用となり、商品に小さ

く「エコ」と表示されていて証明商標に見えるときには、証明商標の商標的使用と

なる。一つの商品に通常の商標的に使用をされている商標と、証明商標的に使用さ

れている証明商標が付されることもある（というよりは、むしろそれが普通である）。 

・ 不正競争防止法では、 高裁のフットボール・シンボルマーク事件、下級審のポパ

イ事件、ピーターラビット事件、ミッキーマウス事件等で示されているように、商

品等表示の使用を許諾されているグループによる表示について、そのグループを商

品等表示の出所表示の主体として保護を認めている。これは、実質的に証明商標的

な使われ方をしているともいえる。 

 

(5)追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかかる

商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識別させ

る機能を有する必要があるのか等。） 

 

＜識別性の考え方＞ 

・ 一口に「識別性」といっても、人によって場面によって様々な使われ方がされている

ように思われる。どうやら、「識別性」として語られている概念には、理念型として

は、以下の3つがあるように思われる。これら全ての「識別性」概念を、定義に反映

させようとすると、商標法の様々な条文に影響を与えてしまい、現状のあるがままを

維持するためには、様々な処理が必要とされてしまい、結局、分かりやすさに反する

ことになりかねない。 

・ 改正による悪影響を 小限に抑えるには、商標法の全てに影響を与えるような3つ全
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ての「識別性」を定義に追加するのではなく、下記①の第3条1項に係る内容に限定し

て検討し、②③の意味の「識別性」に影響を与えない形が考えられる。 

・ ただし、「識別性」の意味を①の商標の構成（第3条1項に関するもの）に限定しても、

不使用取消の際の使用が識別力を要するか否かの論点や、侵害の場面における被疑侵

害者の「標章」と「商標」の整理の問題は残る。 

 

① 商標の構成自体の識別性 

・一般的にこれが念頭に置かれる場合が多い。 

・第3条で規定しているもの。 

② 商標的使用による識別性 

・使用者の使用態様により、出所識別が行われているか否か。 

③ 誰を識別しているのか 

・地域団体商標や証明商標の例であり、商標権者本人、構成員か若しくはグルー

プ全体を識別しているのか。また、証明されている商品等とそれ以外の商品等を

識別しているのか。 

 

上記3つ以外に、防護標章制度のように商標権者が使用しないことを前提とする

商標(標章)の識別性を4番目の識別性として加えることも考えられる。 

  

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第2条1項の定義に何らかの形で「識別性」を入れた上で、第3条との関係を明らかに

しておかないと、例えば、第3条1項各号に該当しないけれども、第2条1項の柱書きに

より識別力がないとされる商標というものはあるのかとか、その場合、証明責任(出

願審査の場面ばかりでなく、侵害訴訟における無効主張の場面等における証明責任を

含む)はいずれにあるのかなどについて、要らぬ混乱を招来しかねない。 

・ そのような弊害が生じることを防ぐには、第3条1項柱書に「前条（第2条）第1項柱書

の識別性とは、下記（第3条1項各号）に該当しないことをいう」と規定するのが も

影響が少ないと考える。それでも記述表示について、第26条や第37条で個別に規定を

する必要は残る。 
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・ 「商標」の定義に識別性を入れると、第2条1項が第15条の拒絶理由として明示されて

いなくても、拒絶理由として明示されている第3条1項各号に「商標」があるので、結

局、拒絶理由の原因となりうることになる。現状でも、第2条で使用の意思を読んで

第3条で拒絶しているので、第2条1項を拒絶理由とするか否かは形式な話でしかない。

したがって、第2条が第15条の拒絶理由に挙げられていないという現状を維持したと

しても、出願の可否に影響を与えることなく「商標」の定義を変えることは困難であ

る。 

 

（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

・ もし、第2条で独立して識別性の意味を規定して別個に第3条1項各号があると、第3条

1項の証明責任はどちらにあるかや第3条に該当しない識別力とは何かなど、無用な議

論が生じる(上述)。 

・ 具体的で範囲がはっきりした第3条1項各号は特許庁が立証し、範囲が曖昧模糊とした

第2条1項の定義に係る識別性の有無は出願人が立証することとなると大変である。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 第3条第1項各号に該当するか否かは庁から理由を開示し、第3条2項は出願人が主張す

る必要があるが、これを変更するつもりがないのであれば、そのような条文にする必

要がある。 

1案：1つの方法は、第3条1項と同じ考え方による方法である。第3条2項も現状を変え

ないという前提で、「前条（第2条）第1項柱書の識別性とは、下記（第3条1項各号）

に該当しないが、第3条2項に該当する場合は識別力がある」と規定する方法である。

しかし、このような規定の仕方とすると、結局、商標法で新たに第2条1項の「商標」

の定義に入れることとした「識別性」の概念に、第3条1項の商標の構成自体の識別性

の問題だけではなく、使用によって誰を識別しているようになるのかという第三の問

題までもが混入していることを認めることになりかねず、不必要に第2条1項か肥大化

し、他の場面に影響がでることを防ぎ得ないかもしれない。 

2案：もう一つの方法は、第3条2項は出願人等によって使用された結果識別が生じる

という形で商標が誰を識別しているのかという、前述＜識別性の考え方＞でいえば③
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の問題を規律しているのであるから、①の商標の構成自体の識別性とは明確に切り離

して規定するという方策が考えられる。つまり、第2条1項にいう「識別性」は飽くま

でも①の商標の構成自体の識別性であり、③の問題である第3条2項とは関係ないこと

を明らかにするのである。具体的には、「第3条2項に該当する場合は識別力がある」

とは言わずに、「以下の場合は登録を認める。」と規定して、定義の識別性の影響を受

けないようにすると、 も影響が少ない規定となるように思われる。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第7条の2との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ ＜識別性の考え方＞③の誰を識別しているかのケースである。 

・ 上記第3条2項の第2案のように、第7条の2では識別性があるとは言わずに、「以下の場

合は登録を認める」と規定して、定義の識別性の影響を受けないようにすると、第2

条1項の不必要な肥大化を防ぐことができるように思われる。 

 

6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（1）現状、「商標の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定義に識別

性が追加された場合に、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用は、侵

害行為に該当しないことになると考えられます。識別性の有無をみなし侵害の要件

にすることと、第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第26条1項6号は、＜識別性の考え方＞②の商標的使用についての規定であるが、第26

条1項2号の普通名称は＜識別性の考え方＞①の構成についての規定である。「商標」

の定義の識別性の意味を＜識別性の考え方＞①に限定して、改正の影響を 小限に済

ませようとしても、第26条は影響が出ざるを得ない。 

・ この論点は第25条や第37条において、商標権侵害の請求原因として「商標」と規定す

る現在の条文のままとして、識別力があることの証明責任を商標権者が負担するよう

に読める条文とするのか、それとも「標章」と規定して、識別力がないことの証明責

任を被疑侵害者が負担するように読める条文とするのかという論点に関わる。現状で

は、普通名称等であることの証明責任は被疑侵害者にあることを考えると、識別力一

般について商標権者に証明責任は負担させることは現状の変更となり望ましいもの

ではない。そうだとすると、かりに第2条1項の「商標」の定義に識別性が入ってしま

った場合には、第25条や第37条の請求原因のほうは、「標章」と書くべきであるよう
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に思われる。 

・ いずれにせよ、被疑侵害者が使っている普通名称等は、識別力の有無に関わらず、商

標権の効力は及ばないとすべきである(というよりは、識別力を発揮していないほう

がなおいっそう商標権侵害を否定すべきである)。第2条1項の「商標」の定義に識別

性を入れた上で、第25条や第37条のほうは「標章」と規定する場合には、それにも関

わらず、第26条各号の規定は「商標」と規定してしまうと、被疑侵害者は、識別力が

あるので商標に該当することを主張立証した上で、普通名称であるから商標権の効力

は及ばないと主張立証する必要が生じるが、 初の主張立証は無駄である(証明責任

の問題)。 

・ しかも、この場合、条文の論理構造としては、識別力がなければ、商標権の効力は及

ばないという条文がなくなってしまう。「標章」と書かざるを得ない（実体要件から

の要請）。他方、第2条1項の「商標」の定義に識別性をいれたうえで、第25条や第37

条のほうは現在の条文どおりに「商標」と規定したままであるとすると(私はそのよ

うな立場には反対であるが)、普通名称等の証明責任は商標権者にあるのか、それと

も第26条がある以上、被疑侵害者にあるのか、どちらなのか不明確となるという問題

が発生する。 

 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 現在の商標の使用にあたる行為は出所識別機能があるので、抗弁としてして第26条1

項6号が設けられたが、「商標」の定義に識別性が入れられると、積極的な要件なので、

かりに第2条1項の「商標」の定義における「識別性」が①の商標自体の構成の問題で

はなく、②の商標的使用の問題は無関係であるということが明らかな条文とする場合

(さきほどの「第2条1項にいう識別力は第3条1項各号に該当しないことをいう」とい

うよな規定)には、少なくとも第26条1項6号との関係は問題が生じないことになる。

しかし、そのように規定しても、普通名称等は①の問題であるので、このままでは商

標権者が商標に識別性を有すること(＝普通名称でないこと)を主張立証しなければ

ならなくなるように(も)読め、前述したように、どっちつかずの条文となってしまう。 

・ また、かりに第2条1項の「商標」の定義における「識別性」が、(筆者の提案と異な

り)②の商標的使用の問題も含むのだと規定される場合には、普通名称等との関係ば

かりでなく、第26条1項6号との関係でも、商標的使用の証明責任の所在が商標権者に

あるように(も)読めることになり、この場面でもまた、どっちつかずの条文となって

しまう。 
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・ 結論として、普通名称等との関係でも、第26条1項6号の商標的使用との関係でも、商

標の識別性の主張立証責任は、被疑侵害者側にあるとしなければならないので、第26

条のように実体要件の要請ではないが、証明責任の転換のために、第37条も「標章」

と規定すべきである。（証明責任の転換からの要請） 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

 

第50条＜不使用取消審判＞ 

・ 不使用取消に関しては、現状は、多くの裁判例が、商標が商標的に使用されていない

ことが必要であることは前提としたうえでの裁判例は、商標的使用があるということ

を柔軟に認めることで不都合が生じないようにしている。他方、一部の裁判例では、

そもそも不使用取消の場面では、商標が商標的に使用は不要であると解している(私

は反対であるが)。 

・ したがって、不使用取消審判に関しては、現状のあるがままの「あるがまま」とは何

かについて、裁判例の進展に委ねず、立法により解決するという覚悟があるかどうか

ということを考える必要が有る。商標的使用を要求するか否かを十分に議論しないま

ま、「商標」の定義に識別性を入れるために副次的にどちらかにしてしまうのは良く

ない。例えば、「商標」の定義の識別性を＜識別性の考え方＞の①の商標の構成自体

に限定し、②の商標的使用は無関係であるという規定とすれば影響はないように思わ

れる。 

・ ちなみに、私見をいえば、商標として維持する以上、商標的使用を求めるべきである

という立場であるので、かりに②の定義が「商標」の定義に入ったとしても、第50条

は「商標」のままで良い。ただ、そのように今回、決断して良いかどうかということ

は前述したように、きちんと議論すべきである。 

 

第51条、第53条等＜品質誤認に基づく取消審判＞ 

・ 審判を一括では扱えない。 

・ 品質誤認で取り消されるべき商標は、普通名称と誤解されることの方がより危険であ

る。普通名称の類似の範囲で登録された商標（例えば、商標：「ネリ・キリン」：指定

商品：洋菓子）が、出所識別力が残らないで練り切りでもない菓子の名称として「ネ

リキリ」として普通名称的な使用がされる方が需要者が誤解する危険性が増すという
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意味で、より取消しに値する。よって、この場合、識別力は必要ないので、品質誤認

で取り消されるべき商標は、「標章」とすべきである。品質誤認の審判で「商標」と

しないことが肝心である。 

 

第51条、第53条等＜出所混同に基づく取消審判＞ 

・ 出所混同で取り消されるべき商標の場合、混同する以上、識別力があると考えられる

ので、「商標」で良いこととなる。 

 

・ 現状では、1つの条文に品質誤認と出所混同が一緒に記載されているので、出所混同

と品質誤認で「商標」と「標章」を書き分ける方法か、又は、全てを「標章」と書い

て、出所混同の場合はその混同のおそれの要件のところで事実上、識別性が斟酌され

るので出所混同の要件での処理に委ねてしまう方法のいずれかである。 

 

8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（1）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しない

標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用が

問題になるという、登録商標のみなし侵害（６．（１）参照）とは異なる結論になる

と考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 現状は、商標権者の使用の意思が不要であるという理由のみから「標章」としてい

るのであって、侵害者の使用に商標的使用は不要とは誰も考えていない。 

・ ＜識別性の考え方＞が①の商標の構成自体と考えれば、「防護標章」を「防護商標」

としても良い。 

・ もっとも、次の観点から、「防護標章」のままで敢えて「防護商標」に改めなくても

良いとも考えられる。 

①第67条にみなし侵害では、主張立証責任の観点から第37条と同様に、「標章」とせ

ざるを得ない。 

②第68条3項では、第26条1項6号を準用する規定しているだけなので、第26条1項6号

が手当されればこのままでも問題はない。 

 

9．その他影響が生じると思われる条文 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、上記以外の影響が生じると思われる条文及

びそれらについての課題や論点をお聞かせください。 
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・ 「商標」の定義に識別性を追加しようとするといろいろな条文への当たりに気が付い

て、多くの条文の見直しを検討しなければならない。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

(1)「商標」の定義に識別性を追加した場合、第 2条第 3項の「使用」の定義に自他商品役

務識別機能を果たす使用態様を追加する必要性とその場合の課題・論点 

 

・ 「識別性」の意味を＜識別性の考え方＞が①の商標の構成に限定して、「商標的使用」

に影響をすることを防ぐような定義の仕方ができれば良い。 

・ これまでの小委の議論では、商標的使用は抗弁権として考えたので、現状あるがまま

という立場で考えれば、第2条第3項の「使用」の定義に自他商品役務識別機能を果た

す使用態様、つまり②の商標的使用を追加する必要性はない。 

・ 裁判でも、主張がなければ商標的使用は判断しないので、現状のままで良い。 

 

(2)「商標」の定義に識別性を追加した場合、第 25 条及び第 37 条の「使用」に自他商品

役務識別機能を果たす使用態様を追加する必要性とその場合の課題・論点 

 

・ 「６．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為）」の第26

条の実体要件からの要請や第37条の主張立証責任の転換や、「７．第50条、第51条、

第53条（取消審判）」の不使用取消審判や品質誤認型の審判で説明したとおり。 

 

11．裁判例への影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合の裁判例（侵害事件、不使用取消事件等）へ

の影響と課題・論点をお聞かせください。 

（「商標的使用」を要しないとした裁判例との齟齬） 

 

・ 裁判例に影響が出ないようにしなければならない。 

・ 現在、裁判例が分かれている不使用取消における「商標的使用」の要否に関しては、

前述したように中立的に書かない限り、裁判例に影響が出てしまう。 

・ 侵害の商標的使用の立証責任について争点になる可能性はある。 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：B 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要はない。 

＜その理由＞ 

・ 「商標」の定義に識別性を追加するかは、定義の言葉の問題であって、これによって

実態が変わるものではない。 

・ 識別性を追加するかかどうかは、決めてしまえばどちらでも良いが、追加する必要は

ないと考える。 

・ 本来議論すべきことは、識別性を追加するか否かより、どういう識別性が必要かとい

う点である。出所との関係での識別性なのか、それ以外の他の商標と相違するという

広い意味での識別性なのかを議論する必要がある。（詳細については、以下のＢ２．

（６）に記載） 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

 

・ 「標章」と「商標」の使い方は、現在、「商標」と書かれているものは、「商標」の定

義に識別性を追加した場合は「標章」になる。「登録商標」と書かれているものは、

「商標」になる。ただし、登録を要件するものは「登録商標」で残ると考えて良い。 

 

（2）商標法全体における「標章」と「商標」の使い方の整理の必要性 
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・ 現行法は、一応、ロジックは通っていると考えている。 

「標章」とは、広くマークをいい、 

「商標」とは、マークの中である種の用途で使われるものであり、 

「登録商標」とは、商標の中である要件を満たしたものの登録を認めて、国家が保護

するもの、 

このロジックを維持したまま、どの段階を「標章」と呼び、どの段階を「商標」と呼

ぶかは決めの問題。 

 

（3）上記以外の課題・論点 

 

・ 「商標」の定義に識別性を追加するとした場合、このロジックを変えようという議論

なのかどうかが問題である。 

 

2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

（1）現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

 

・ 限定列挙については、「商標」の定義に識別性を加えることによる課題ではなく、正

しくは「標章」の定義の課題である。 

・ 諸外国では、裁判所があるもの（eg.音や香りなど）に識別性があるから商標にして

いるように見えるが、実際は、公的保護に値するか否かを判断して、識別性という要

件に落とし込み、説明しているだけである。日本も同様で、例えば、香りはまだ法的

保護に値しないと判断して、標章の定義から外したと考える。 

・ 論点の1つは限定列挙か否かという点である。立法で保護対象を決めるのか（限定列

挙）、裁判所で保護対象を決める（包括規定）のが良いかという点である。 

・ もう1つの論点は、決め方の問題である。立法で決めると、なぜそうなったかがブラ

ックボックスになる。一方、裁判所が識別性という要件を使って決めると、識別性の

問題であるという認識ができる。ただし、後者の場合でも様々なことを考慮すると結

局はブラックボックスになるので、どちらの決め方でも大差はないと考える。 

・ 限定列挙の場合、裁判所の判断だけで新商標を広げられるかというと、施行時の特例

措置などの実施などの障害があり、日本では難しいと考える。 

・ 結論としては、今のままの形の限定列挙でやるしかないのではないかと考える。 

 

（2）将来の新商標追加への対応の課題・論点 
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・ 新商標も出所表示のロジックで説明しているが、出所表示のロジックに留まらないも

のを入れている。 

 

（3）現状、「商標」の定義に商品又は役務との関連性（1号及び2号）の要件が規定されて

いることの課題・論点 

 

・ 関連性はどこかでは考慮しなければならない。現行法は、「商標」の定義に商品又は

役務との関連性（第2条1項1号及び2号）の要件が規定されているから、「商標的使用」

という考え方で発達する余地があった。もし、その概念がないとすると、ドイツのよ

うに「自由使用の必要」という概念や、米国のように「表現の自由」という概念で調

整する必要がある。第2条1項1号及び2号で規定しているようなことは、どの国も考え

ていることである。 

・ 現状の「商標的使用論」と「自由使用の必要」や「表現の自由」など一般要件のどち

らがわかりやすいかというと、間違いなく前者の方がわかりやすいと思う。後者の一

般要件で対応した方が、思いもよらない場合にも対応できるかもしれないが、今から

一般要件に移行するのは大変である。 

 

（4）証明商標の観点からの課題・論点 

 

・ 「証明し」の証明は、証明商標の「証明」とは別物で、自己の商品としての証明と考

える。ただし、広く考えれば、特許庁の説明のとおり、認証団体による証明も含める

ことも可能であると考えられる。「Good Design マーク」は証明とは言いづらいが、

「JISマーク」は証明という感じがする。説明を補う必要が出てくるかもしれない。 

・ 商標機能論（出所表示と品質保証。公告宣伝は保護しない）が一番の問題。従来の商

標機能論の考え方を直していくことがより本質な問題である。証明商標は、この延長

線上にある。 

・ 従来の品質は、特定のものが作った品質はある一定の品質を有するという意味の品質

であるが、証明商標の品質は、いわゆるQuality（証明団体等によって証明された一

定レベル以上の品質）を指し、同じ品質でも全く別物である。 

・ 証明商標の保護に関する法律を作って、そこに証明商標を定義して、その他の定義は

全て商標法を準用すると、体系はきれいでかつ保護しようというものは達成できる。 

・ 諸外国は、商標法に入れて証明商標を保護している。日本も商標法に証明商標を入れ

て、出所表示のロジックの考え方を変えることになるのでないか。 

 

（5）追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかか
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る商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識

別させる機能を有する必要があるのか等。） 

 

・ 追加すべき識別性の具体的内容をいかに考えるか も重要な点であり、識別性の具体

的内容をしっかり議論すべきである。 

・ 識別性の考え方を変えるということは、「商標」の定義を変えるという名目の下で、

商標の機能自体を広げていくことになる。つまり、この際、「商標」の定義を変えて、

識別性を徹底的に議論して、商標の機能も議論して、あるべき新しい商標制度を作る

という考え方はあり得る。ただし、この考え方は日本の立法アジェンダとしてかなり

難しいと考える。 

・ 識別性は、伝統的な出所表示だけでなく、需要者とのブランド・イメージの情報交換

を担うコミュニケーション機能を含むものに広がってきている。 

・ 識別性の解釈を定義してしまうと、識別性の議論が止まってしまうという考え方もあ

る。現在のように、識別性を解釈で運用している方が、柔軟性があるというように考

えることもできる。 

・ 小委では、抽象的識別性や具体的識別性等と言っていたが、それぞれの意味が分かり

づらい。 

 

（6）上記以外の課題・論点 

 

＜世界の流れ、海外の状況など＞ 

・ 世界の大きな流れは、商標の果たす役割を広く保護していこうというものであり、下

記の3つの流れがある。 

１．保護される範囲として、希釈化の防止を商標法の中で保護していこうという流れ。 

⇒著名商標の保護の問題。商標法は改正していないが、不正競争防止法の改正と運用

で日本は対応できていると判断していると思われる。 

２．商標の訴求の仕方を見直して、従来の文字など以外の新商標も保護していこうと

いう流れ。 

⇒新商標導入で対応。 

３．商標の機能・役割で伝統的な機能や役割とは違ったものも保護していこうという

流れ。 

⇒日本では、地域団体商標で、特定の出所と結びつかないものを商標法のロジックに

載せて保護した。既存の識別性のロジックの載せるために、特定の事業者ではないが

特定の団体を出所としてみて、特定の事業者との結びつきが緩められた。 

・ 日本も上記の流れに乗ってきていることは間違いない。この動きが今後の続くなら、
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この際、日本の商標法の古典的体系は解体するという議論もあながち暴論とは言えな

い。ただこれまでどおり、1つ1つの制度でできているものは今後も引き続き1つ1つの

制度でやっていこうという考えも十分にあり得る。 

・ 日本では、審査基準が裁判所で耐えられるものを作ろうとするが、欧米では、裁判所

で異なる判断が行われればそこだけ修正すれば良いという考えである。日本は、いわ

ば、「正解」を出しに行くが、欧米は、行政庁と裁判所が違うことを言うのはあたり

まえという考えの下、要件が一般的なものであり、抽象的な識別性が入っていても良

いと考えられる。 

 

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を加えると、第3条との関係が問題となる。 

・ 定義ということは要件であり、要件を書いた上で、それに当たる具体的事由を登録要

件として書くのは、法体系の在り方としては非常にぎこちない。 

・ 審査では、 初に「商標」の定義が満たされているかを確認し、次に、第3条1項各号

以外に識別性が認識、又は否定されたりするかが問題となる。すなわち、「商標」の

定義に識別性が追加されると、特許庁の審査では、第3条1項各号以外の識別性は考え

なくても良いのかという課題が生じる。 

・ 第2条1項が直接、拒絶理由になることはないと思われる。拒絶理由自体は行政手続の

問題なので、商標の実体要件である識別性の有無を第3条1項各号という手続規定で審

査する形になる。第2条1項と第3条1項各号は、実体と手続の関係になると思う。 

・ 特許庁としては、商標であるか否かには余り関わりたくないのではないか。商標であ

るか否かを審査する必要があるとなると、第3条1項各号以外にも要件があるのではな

いかを審査することとなる。識別性の観点では、第3条1項各号に集中できる方が行政

庁としてはやりやすいのではないか。 

 

（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

・ 登録の実体要件は、商標の要件である識別性を満たしていることであり、第3条1項各
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号は特許庁が何を審査するかという手続規定になる。実体と手続きを合致させるため、

手続規定（第3条1項各号）に、キャッチオール的なものを入れるなど若干変更、増加

が必要かもしれない。ただし、第3条1項6号があるから問題ないという気もする。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 識別性は実体要件であって、使用によって発生しているということなので、実体要件

を支える一つの場面といえる。 

・ 現在は、第3条2項は、第3条1項各号の特則であり、例外のような扱いとして位置付け

られているが、「商標」の定義に識別性を追加されると、第3条1項各号に該当しても

第3条2項に該当すれば良いということになり、キャッチオールのような規定になって

位置づけが変わる可能性がある。第3条2項が第3条1項と同格になってくるのではない

だろうか。ただし、審査の方法がすぐに変わるかというとそういうことではないと考

える。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（１）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無

を商標登録の要件にすることと、第7条の2との関係についての課題・論点をお聞か

せください。 

 

・ 地域団体商標が一番難題である。 

・ 第7条の2導入時は難しいこと考えずに、地域振興など政策的な観点から、古典的な意

味での識別性とは異なるものを入れてしまった。 

・ 特許庁見解の「出所」とは組合等を指しているが、通常の商標であれば、組合等では

なく、本当の生産者を出所として考えているのではないか。そういう意味では、地域

団体商標は特定の出所を表示していないと考える。 

・ 第2条の識別性の要件として、出所の識別性を入れるとすると、地域団体商標は特定

の出所を表示しておらず明らかに要件を満たさないので、「第2条の規定にかかわらず、

以下のものは登録することができる」と規定することになる。別の方法としては、第

2条の識別性の定義を緩い形で書き、例えば、「当該商標が付されていない商品・役務

との識別ができる」というようにすれば、特定の出所という言い方にならないので、

地域団体商標でもその要件を満たすといえる。後者の場合は、特則ではないという位
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置づけになる。 

 

（2）使用による識別性（第3条2項）の周知性の要件を緩和して登録が認められた地域団体

商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 地域団体商標は、出所である生産者が組合の構成員であることを証明している商標で

あって、出所表示ではない。ただ、現行法の体系に載せるために、組合の背後にいる

生産者が作ったものを、組合を出所として表示しているという説明をしているにすぎ

ない。識別性をまじめに考えれば、この説明が正しいのかという疑問が生じてくるの

で、説明の仕方を再考しなければならなくなるかもしれない。ただし、制度が維持で

きないという問題ではない。 

 

（3）その他、地域団体商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 識別性を議論すれば、第7条の2の識別性の考え方が異なるということを改めて考える

機会にはなる。 

 

6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（1）現状、「商標の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定義に識別

性が追加された場合に、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用は、侵

害行為に該当しないことになると考えられます。識別性の有無をみなし侵害の要件

にすることと、第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性をいれると、識別性がない標識であれば、「商標的使用」に

該当するか否かを議論するまでもなく、侵害の範囲から外れると思われる。そうする

と、第26条1項6号は要らなくなるのではないかと考える。 

 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 識別性がない標識の使用は「商標」の定義で排除できれば、第26条1項6号のような

抗弁は不要となる。 

・ 抗弁が定義の問題となると、立証責任が逆転することとなるが、それで良いのかが

問題。被疑侵害者の使用する商標に識別性があるということを権利行使する商標権
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者側が主張立証しなければならなくなると、商標権者に過重な負担となるため、対

策として、第37条の侵害の規定を「標章の使用」と規定する方法が考えられる。そ

うすると、識別性の有無を商標権者は主張しなくても良くなる。それに対する抗弁

としては、「これは標章ではない」というものになるのではないかと考える。ただし、

26条を見直さなければならなくなり大改正になる。 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 不使用取消審判において、識別性のない使用行為は、本来は、取消ししなければなら

ないのではないかと思う。 

・ 「商標･･･の使用」が要件はそのままにして、識別性のある形で使用していないと取

り消すという本来の姿に戻しつつ、製品準備等の関係で、未使用で保有している場合

の救済を考える必要があると考える。今は、何らかの使用証明を出せば使用している

としているが、本来は、識別性のある形で使用していないと取り消すという本来の姿

に戻しつつ、別の方法で商標権者を救済するのが正しいやり方と考える。 

 

（2）その他、取消審判における課題と論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 地域団体商標と同じく、全て、まじめに考え直していくのできれいになっていくとい

えるが、大改正になることと、運用で柔軟に対応していたことを全て同じように対応

できるのではなく、一部の対応についてこれまでとは違った結果になる場合があり、

その関係者から抵抗があることが考えられる。 

 

8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（1）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しない

標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用が

問題になるという、登録商標のみなし侵害（６．（１）参照）とは異なる結論になる

と考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 
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・ 現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用も

同条の要件に該当するが、これは第26条1項6号を変えるしかない。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

 

・ 既に説明したような影響は出てくる。 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：C 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

「商標」の定義に識別性を追加する必要はない。 

＜その理由＞ 

・ 「商標」の定義に識別性がないことによって困っている点はない。 

・ 商標を保護するのは識別性があるからであって、それを明らかにすることは良いこと

ではあるが、「商標」の定義に識別性を追加するのではなく、侵害に関しては第26条1

号6号で商標的使用でないものには効力が及ばないと規定したように、不使用取消審

判や防護標章でも識別力を発揮しない商標は使用と認めないという規定を新たに入

れるというような個別の対応で十分である。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れれば、相当数の条文を改正する必要が生じるが、そこ

までして「商標」の定義に識別性を入れる必要性があるとは考えられない。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると、下記で述べるような様々な問題が生じ、従来の

実務や学説が通用しなくなるおそれがある。 

・ 現状の実務や学説を維持したいなら、「商標」の定義に識別性を入れるべきではない。 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

 

・ 第3条1項各号の「商標」は識別力がないものなので全て「標章」に改めなければなら

ないかが問題となる。例えば、第3条1項3号（記述的商標）を標章としてしまうと識

別力のある記述的商標は「商標」なので、第3条1項3号に該当しないこととなるが、
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単純に第3条1項3号の文言を「商標」から「標章」に変更するだけでは、独占適応性

のない商標の扱いをどうするかという問題が生ずる。詳細は下記Ｂ．３．参照のこと。 

 

（2）商標法全体における「標章」と「商標」の使い方の整理の必要性 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると、「商標」と「標章」の使い分け・整理はかなり

難しい。個別に見ていくしかない。 

 

（3）上記以外の課題・論点 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると他の条文に大きな影響を与えるので、第1条（目

的）だけに、「商標の識別性を保護することにより」というように識別性の文言を入

れると、第2条（定義）に識別性を入れるより影響が少ないのではないか。 

 

2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

（1）現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

 

・ ゼロから商標法を作るのであれば、包括規定にすることはあり得るが、我が国が「商

標（標章）」の定義を限定列挙としているのは、どういう形で「商標（標章）」を公示

するかなどの技術的な要請に基づくものであり、保護対象として列挙されていないも

のは出願を認めないという意味合いが強い。 

・ 「商標（標章）」の定義を今から包括規定に変更する必要はない。 

 

（2）将来の新商標追加への対応の課題・論点 

 

・ 新商標の音などは政令委任で保護対象となっており、現状の限定列挙型でも保護対象

は実質的に相当広くなっている。 

・ 「商標（標章）」の定義を包括的に記載して、商標は識別性があれば良いとすれば、

香りや手触りなどが出願されてきた場合にどのように対応すべきか問題となる。 

・ 限定列挙している方が、庁にとっても出願人にとっても、保護対象が明確であり便利

である。 

・ 商標として保護に値するかを十分に考えた上で「商標（標章）」の定義で保護対象を

限定列挙して、更に政令で追加する現在のやり方は良い方法である。 
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（3）現状、「商標」の定義に商品又は役務との関連性（1号及び2号）の要件が規定されて

いることの課題・論点 

 

・ 第2条1項1号・2号で「業として・・・使用するもの」と規定しているが、商標を使っ

ているは誰か、どのように使用しているかによって、「商標」であるか否かが決まる

ように読める規定になっているのは好ましくない。 

・ 従って、業でない使用を排除したいのであれば、「商標」の定義ではなく商標の効力

規定に「業として」を入れるべきである。 

 

（4）証明商標の観点からの課題・論点 

 

・ 証明商標の識別性とは、特定の基準をクリアした商品等を生産等している特定の団体

とそうでない団体の出所を区別できることをいい、通常の商標のように特定の生産者

や団体の出所自体を示すものではない。 

・ 証明基準をクリアするということは、いわゆる品質保証機能でいう品質保証とは相違

するが、証明基準をクリアしているものとクリアしていないものが区別できるという

意味で品質保証的なものと考えることもできる。 

・ 証明基準をクリアしていないものは侵害に該当すると商標法で決めてしまえば、証明

基準をクリアした事業者しか使用できないので、そのような事業者（群）の使用によ

って実質的な識別力が生じると考えられる。 

・ 「商標」の定義の識別性と、証明商標の識別性とは意味が異なるので、「証明商標」

とは呼べなくなり、「証明標章」と呼ぶか、「商標」の定義の及ばない別の法律で保護

することなる。 

 

（5）追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかか

る商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識別

させる機能を有する必要があるのか等。） 

 

・ 新商標や立体商標などでも、商標単独で商品等を識別しているのかという問題がある。

通常、色彩や音などの五感を要素として、商標の複数の要素を組み合わせて識別して

いる場合がある。「商標」の定義の識別性を厳格に考えると、商標の複数の要素が組

み合わさっている場合にその一部分だけを抜き出して商標に識別性があるとは言え

ないので、識別性を特定の要素に限定して考えることができない。 

・ 識別性を定義することは難しく、現状のように第3条1項各号で識別性がないものを列

挙し、識別性とは、第3条1項各号に該当しないものと規定するしかない。 
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・ 下記3．（2）参照のこと。 

 

（6）上記以外の課題・論点 

 

・ 現状、出所を表示する際の出所とは何かが曖昧になっており広い概念になっている。

例えば、ローソンのマークの付いたプライベートブランドのお茶のペットボトルの場

合、実際に製造しているのは飲料メーカであるが、出所はローソンになる。ローソン

が品質管理をしているので正当化される。 

 

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第2条1項の「商標」の定義に識別性を入れた場合、識別性がない商標は登録できない

ので、第2条1項は拒絶理由になる。 

・ 第2条1項の定義の識別性を「第3条1項各号に該当しないもの」と規定すれば、第2条

1項の識別性を拒絶理由として審査することや、識別性の広狭、重複の問題を考えな

くても良い。 

 

（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

・ 第26条で自由使用を許しているので、競業者が誰でも自由に使って良いというものは、

将来的に識別力が生じるとは思えない。第3条1項各号は、そのような識別性が将来も

生じない商標を列挙しているのであって、独占適応性を考慮して列挙しているのでは

ないという立場である。 

・ 一方、 高裁のように、第3条1項各号には、独占適応性を考慮した条文が含まれると

いう考え方に立てば、上記のように「商標」の定義の識別性を第3条1項各号に該当し

ないものという形で規定する場合は、第3条1項各号から独占不適格の条項だけを取り

出して、識別性の条項だけを残すような整理が必要である。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 
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（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、識別性のないマークは、その時点では「商標」

ではなく「標章」であり、使用によって識別性が得られた段階（全国的に周知になっ

た段階）で初めて「商標」になることとなる。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第7条の2との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 地域団体商標を第3条2項と併存させるのであれば、地域団体商標の識別性の有無を保

護要件（登録要件）とするのではなく、別途、保護要件を設定しその保護要件を満た

せば、識別性があるとみなすのが良い。 

 

（2）使用による識別性（第3条2項）の周知性の要件を緩和して登録が認められた地域団体

商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 識別力があるものが商標であると規定すると、どの程度の周知性や識別力が必要とな

るかが論点となり、通常の商標の識別性と地域団体商標の識別性の違いが問題となる。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れて識別性の基準が統一されると、現状のように識別性

の柔軟な判断が難しくなり、周知性の基準を緩和して識別性があるとして登録が認め

られた地域団体商標は問題となる。 

・ 識別力がないもの（=第3条1項各号に該当するもの）は商標でないという程度の緩い

識別性にすれば現状とほぼ同じなので、地域団体商標の識別性についての問題は回避

できる。 

 

（3）その他、地域団体商標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

  ・地域団体商標は地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの

保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的とする商標なので、

ある地域で周知であれば全国的周知でなくても識別性が認められるという考えであ

るが、商標権の効力が全国に及ぶ点で周知性の範囲とが不一致である。 
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6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（1）現状、「商標の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定義に識別

性が追加された場合に、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用は、侵

害行為に該当しないことになると考えられます。識別性の有無をみなし侵害の要件

にすることと、第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第26条1項6号は、識別性を有しない標章の使用は侵害行為に該当しないこととする趣

旨である。「商標」の定義に識別性を入れれば、識別性がないものは商標ではなくな

るので、第26条1項6号は要らなくなると考えることもできるが、主張立証責任の問題

が生じる。 

・ 現状、第26条1項6号は被疑侵害者側で主張立証しなければならないが、「商標」の定

義に識別性を入れた場合、原告（商標権者）側が、被疑侵害者が使っている商標に識

別性があることを主張立証しなければならなくなり、商標権者が権利行使する際のハ

ードルが高くなる。 

 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義で識別力があるものが「商標」と規定された場合、立証責任の転換の

ために第37条の被疑侵害者の使用する「商標」を「標章」と書くのは本末転倒である。

「標章」とすれば、 も本質的な識別性の要件を満たしていないものを侵害とするこ

とになり不合理である。 

・ 第37条を「標章」とするくらいなら、「商標」の定義に識別性を入れるべきではない。 

・ 第37条は「商標」と書いて、主張立証責任を転換する手はあるが、それもどうかと思

う。 

 

（3）その他、第37条における「使用」についての考え方（１０．（２）参照）と共に、課

題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 不正競争防止法では、原告側が自分は権利者であることや周知性を一から主張立証し

なければならないが、商標法では、商標権者は形式的な要件を主張立証するだけで良

く、被疑侵害者側が、侵害に該当しないという実質的な要件を主張立証しなければな

らない構造になっており、これが商標権のメリットである。このメリットは、「商標」

の定義に実質的なことが書いていないことが多分に寄与している。 
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・ 混同のおそれが侵害の要件となっているような国では、通常、商標権者がその混同の

有無を主張立証しなければならない。 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 不使用取消では、商標的使用は必要ないという裁判例があり、「商標」の定義に識別

性を入れた場合に齟齬が生じる。 

・ 商標的使用が必要という裁判例でも、かなり緩やかに商標的使用を認めている。 

・ 侵害の場合の商標的使用と不使用取消の場合の商標的使用にレベルの違いがあって

も良いという考え方は理解できない。3年間でその程度の使用しかしていない商標の

登録を維持させる必要性はない。 

・ 不使用取消でも商標的使用は厳しく求めても良いという考えであり、侵害の場合の商

標的使用と不使用の場合の商標的使用のレベルは揃えるべきである。従って、「商標」

の定義に識別性が入っても、第50条は「商標」のままで良い。 

・ 第50条にも第26条1項6号のような条項を設ければ、「商標」の定義に識別性を入れる

ようなことをしなくても良い。 

 

8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（１）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の

定義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しな

い標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用

が問題になるという、登録商標のみなし侵害（6．（1）参照）とは異なる結論になる

と考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 商標権者が使用しない前提で、現状のように「防護標章」のままとするのであれば、

被疑侵害者の使用行為が商標的使用でない場合は許されないといけないので、第26条

1項6号のような条項を設けるのが良い。 

・ 第26条1項6号のような条項を設けないのであれば、被疑侵害者の使用行為が商標的使

用でない場合は非侵害としなければならないので、第67条は「防護商標」とせざるを

得ない。 



 

- 429 - 

9．その他影響が生じると思われる条文 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、上記以外の影響が生じると思われる条文及

びそれらについての課題や論点をお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると、上記で述べたような様々な問題が生じ、従来の

実務や学説が通用しなくなるおそれがある。 

・ 現状の実務や学説を維持したいなら、「商標」の定義に識別性を入れるべきではない。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

 

・ 上記で述べたとおり、商標的使用論に関連して様々な問題が生じる。 

・ 商標的使用は、条文のどこにも書かれていないものであり、他の法律では見かけない

珍しいものであるが、それによって実務が柔軟に運用できているというメリットがあ

る。 

 

11．裁判例への影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合の裁判例（侵害事件、不使用取消事件等）へ

の影響と課題・論点をお聞かせください。 

（「商標的使用」を要しないとした裁判例との齟齬） 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることによって、裁判例に影響を与えることは好まし

くない。 

・ 裁判例を分析して、「商標的使用」ではない範囲を明確に説明できるかというと難し

いのではないか。合理的な結論を得るために、「商標的使用」を利用しているように

感じられる。「商標」の定義に識別性を入れても、合理的な結論を得るためには、「商

標的使用」の解釈と同様に、識別性の有無を柔軟に判断せざるを得なくなるのではな

いか。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、不使用取消において商標的使用は必要ないと

いう裁判例の存在が問題となるが、それ以外でも裁判例において別の問題が生じる可

能性がある。 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：D 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

「商標」の定義に識別性を追加した方が良い。 

＜その理由＞ 

・ 現在の「商標」の定義が、商標の本質を規定することなく商標の構成のみから規定し

て無色透明的になっているのは立法技術上の理由であるが、実定法上の定義として

「商標とは何か」について「商標」の定義に識別性が入っていないのはおかしい。 

・ 国際ハーモナイゼーションの観点からも問題であり、現状の「商標」の定義では、日

本の「商標」が正しく理解されず誤解を与える可能性がある。 

・ 第1条の「商標」の概念は識別性を含んだ「商標」と解されるが、「商標」の定義に識

別性がないと商標法が破たんしていると考えることもでき、一貫性の観点からも問題

である。 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れることはそれほど革命的なことではなく、影

響も限定的である。 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

（2）商標法全体における「標章」と「商標」の使い方の整理の必要性 

 

・ 「商標」と「標章」の使い分けは条文ごとに確認する必要がある。 
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（3）上記以外の課題・論点 

 

・ 一般論として、海外では定義を解釈に委ねている場合があるが、日本は定義を厳密に

規定しすぎており、方向性としては余り厳密に規定するのは止めた方が良い。 

 

2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

（1）現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

 

・ 新商標導入時の商標法の改正で、第2条1項で政令委任を入れたので、限定列挙である

点は気にならない。 

・ 日本は実体審査を行う審査主義と登録主義を採用しているため、審査対象を明確にせ

ざるを得ないので、限定列挙で良い。 

 

（2）将来の新商標追加への対応の課題・論点 

 

・ 商標の対象を現状以上に広げて、香り、触感、味覚まで対象とする必要は、少なくと

も当面はない。 

・ EUのように訴訟してEUの裁判所で商標登録の対象の可否を判断するような手間をか

けるより、現状の形で、必要に応じて政令で対応するのが良い。 

 

（3）現状、「商標」の定義に商品又は役務との関連性（1号及び2号）の要件が規定されて

いることの課題・論点 

 

・ 特段、問題を感じない。 

・ 過去、「商標」の定義上、業として使用していないものは「商標」に該当しないこと

になるで、個人輸入は商標権侵害にあたらないされることの是非が議論されたことが

ある。 

 

（4）証明商標の観点からの課題・論点 

 

・ EUでは、証明商標は「商標」の概念に入っている。（An EU certification mark shall 

be an EU trade mark）。その上で、証明された商品や役務を他にものと識別するとい

う規定ぶりである。（is capable of distinguishing goods or services which are 
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certified by the proprietor of the mark）（下記参照） 

 

REGULATION (EU) 2015/2424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 

Article 74a 

EU certification marks  

1.An EU certification mark shall be an EU trade mark which is described as such when the mark is 

applied for and is capable of distinguishing goods or services which are certified by the 

proprietor of the mark in respect of material、mode of manufacture of goods or performance of 

services、quality、accuracy or other characteristics、with the exception of geographical origin、 

from goods and services which are not so certified. 

 

第74a条 EU証明商標（仮訳） 
 1.EU証明商標とは、地理的出所を除き、材料、商品の製造方法や役務の提供方法、品質、精度その他の特

徴について証明された商品又は役務を、そのような証明のない商品又は役務から識別する機能を有するマー

クの権利者が証明した商品又は役務につき、それを出願対象としており識別することができるマークとして

説明される、EU商標である。 

 

・ 日本もEU同様に、証明商標は特定の商品・役務に関わらない何らかの商品・役務との

関係で識別性を有するので「商標」の概念に入るが、その識別の方法は、「証明され

ているものとそうでないものの識別である」というような規定を別途、一種の確認規

定として証明商標の定義の中に設けることが一案と思う。 

・ 証明商標も「商標」概念に入るから商標法に入れたという説明もつく。 

 

（5）追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかか

る商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識

別させる機能を有する必要があるのか等。） 

 

・ 定義に入れる識別性は、EUの「識別しうる（capable of distinguishing the goods 

or services）」というような「抽象的な識別性（abstract distinctiveness）」で良

い。 

 

Article 4  

Signs of which an EU trade mark may consist  

An EU trade mark may consist of any signs、in particular words、including personal names、or 

designs、letters、numerals、colours、the shape of goods or of the packaging of goods、or sounds、 

provided that such signs are capable of:  

(a)distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and  

(b)being represented on the Register of European Union trade marks、(“the Register”)、in a 

manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise 

subject matter of the protection afforded to its proprietor.’. 

 

第 4 条 （仮訳） 

欧州連合商標は、あらゆる標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、数字、色彩、商品の形状若しく

はその包装又は音であって、次に該当するものをいう。 
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（ａ）ある事業に係る商品又は役務と他の事業に係る商品又は役務とを識別することができ、かつ、 

（ｂ）欧州連合商標の登録簿に、第三者が、容易かつ明確に標章の保護される対象を特定できるように表現

することができる。 

 

・ 「抽象的な識別性」とは、特定の商品・役務に関わらない何らかの商品・役務との関

係で識別性を有することをいい、出所との関係である主体の商品・役務と他の主体の

商品・役務とを識別しうること（識別可能性）をいう。具体的には、「需要者が何人

かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」。 

・ 定義に入れる識別性を、具体的な商品との関係で識別性をもつ「具体的な識別性」と

すると影響が大きく大変なことになる。 

・ 第3条1項各号は「抽象的な識別性」と「具体的な識別性」が混じっているが、それを

整理して、EUの規定のように「抽象的な識別性」と「具体的な識別性」に分けて、第

2条1項に定義は「抽象的な識別性」を有するものと規定すると良い。（下記参照） 

 

Article 7 Absolute grounds for refusal  

1.The following shall not be registered:  

(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4; 

 

第7条 絶対的拒絶理由（仮訳） 

(1)次のものは、登録することができない。 

(a)第 4 条の要件に従わない標識 

 

・ 識別性の範囲は、現状より広がるものではない。広げる改正は意図していない。 

・ 抽象的な識別性は、具体的な識別性より観念的には広い概念である。例えば、普通名

称には識別性はなく、造語は抽象的な識別力はあるが、造語が広く誰もが使用すると

具体的な識別性を欠く状態になる（いわゆる商標の普通名称化）。 

・ EUでは、抽象的な識別性は拒絶理由になっているが、具体的な商品・役務との関係で

議論せざるを得ないので、抽象的な識別性で拒絶されることは通常あり得ず、結局は、

具体的な識別性で拒絶するようである。 

・ 第2条1項の「人の知覚によって認識できるもの」は「標章」の定義の一部。標章はEU

の「sign」に相当するものであって、抽象的な識別性とは無関係。 

 

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 
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・ 第2条1項が拒絶理由になるか否かは、拒絶理由の書き方次第である。例えば、「商標」

の定義に識別性を入れた場合、「商標に対する拒絶理由」と書くと自己矛盾が生じる

が、「出願に対する拒絶理由」のように矛盾しない書き方を考えれば良い。 

 

（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

・ 第2条1項で拒絶するのではなく、拒絶理由は、現状のとおり、第3条1項各号で拒絶理

由として規定すれば良い。ただし、欧州連合商標指令第7条（1）(a)のように、拒絶

理由に「商標」の定義である第4条（日本の第2条1項）を入れることは可能である。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 第3条1項1号・2号は独占不適応の商標を列挙した条項で、3号～5号が識別性を有しな

い商標を列挙した条項と考えた場合、「商標」の定義に抽象的な識別性を入れた場合

の第3条2項への影響や課題については更なる検討を要する。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（2）使用による識別性（3条2項）の周知性の要件を緩和して登録が認められた地域団体商

標の取り扱いにおける課題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 地域団体商標も一定の識別力があるから登録が認められるものであり、「商標」の定

義に「識別しうる（capable of）」ような抽象的な識別性を入れた場合であっても、

特に影響は出ない。影響が出ないような条文の書き方は可能である。 

 

6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れた場合であっても、登録商標の使用は「商標」

の定義を満たしているので識別性の有無は問題とならないが、「類似する商標」に関
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しては識別性の有無とその主張立証責任が問題となり得る。 

・ 第37条の被疑侵害者の「商標」を「標章」に変えれば、識別性を有することの主張立

証責任が転換することは可能であるが、「商標」のままにしておいて、解釈で解決す

れば良い。「類似する商標」も「商標」のままにしておいて、「商標」の抽象的な識別

力の有無と商標的使用であるかは重なるので、抗弁として位置付けられている「商標

的使用」で解決すれば良いので、現状のままで良い。 

 

（3）その他、第37条における「使用」についての考え方（１０．（２）参照）と共に、課

題・論点があれば、お聞かせください。 

 

・ 仮に、被疑侵害者の使用する「商標」を「標章」に変更した場合は、第26条や第37条

に使用の概念（商品・役務との関係）を新たに追加する必要があると思われる。 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

 

第50条 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れても、登録が認められた商標を使用していれ

ば、「商標」の定義は満たしており抽象的な識別性が認められているはずであるから、

「商標」の使用として問題は生じない。一方、第50条の「商標の使用」がいわゆる商

標的使用である必要があるか否かという問題は、実際に使用されている商標が、具体

的な商品との関係で「具体的な識別性」を有するか、また出所表示のために使用され

ているか（「商標的使用」であるか）であって、「商標」の定義とは別問題である。 

・ 「商標的使用」がされていない場合であっても抽象的な識別性があれば「商標」の定

義の「商標」ではある。第3条1項各号を満たして登録されうるものは全て抽象的な識

別性を有するので「商標」である。 

・ 従って、「商標」の定義に抽象的な識別性を入れることと、いわゆる商標的使用でな

い使用であっても第50条の「商標の使用」であると認めるか否かは、直接的な関連性

はない。 

 

第51条・第53条 

・ 余り影響はないと考える。 
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8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（1）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しない

標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用が

問題になるという、登録商標のみなし侵害（６．（１）参照）とは異なる結論になる

と考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第67条の登録防護標章は、特に変える必要はない。 

 

9．その他影響が生じると思われる条文 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、上記以外の影響が生じると思われる条文及

びそれらについての課題や論点をお聞かせください。 

 

・ 特に無し。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

（2）「商標」の定義に識別性を追加した場合、第 25 条及び第 37 条の「使用」に自他商品

役務識別機能を果たす使用態様を追加する必要性とその場合の課題・論点 

 

・ 具体的に追加すべき態様は特に思いつかない。 

 

(3)上記以外の課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることと、具体的な事案において識別力を発揮する形

で使用されているかは別問題であり、「商標」の定義の抽象的な識別性を入れても、

商標的使用論はなくならず現状と変わらない。 

 

11．裁判例への影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合の裁判例（侵害事件、不使用取消事件等）への影

響と課題・論点をお聞かせください。（「商標的使用」を要しないとした裁判例との齟齬） 

 

・ 「商標」の定義に抽象的な識別性を入れても、不使用取消審判を含めて裁判例への

影響はない。                             以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：E 

 

「商標」の定義に「識別性」を追加する必要性、及び追加する際の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

現在の解釈適用を変えないという条件付きで、「商標」の定義に識別性を追加した方が良い。 

＜その理由＞ 

・ 現在の解釈適用を変えないという条件付きで、「商標」の定義に識別性を追加した方

が良い。そのような形で識別性を定義に追加することは可能と考える。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れて、現在の解釈や証明責任が変わるのであれば、識別

性を追加すべきではない。 

・ 現状が変わらないという意味では、「商標」の定義に識別性を入れても入れなくても

どちらでも良いが、商標とは何かを理解するのに役立つため、「商標」の定義に識別

性を入れた方が良い。 

・ 商標が保護に値するのは識別性があるからであり、「商標」の定義にその識別性がな

いのは適当ではないと思われる。 

 

Ⅱ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する際に、以下の条文に与える影響につ

いて、課題や論点をお聞かせください。 

 

1．「商標」の定義に識別性を追加した場合の「商標」と「標章」の使い方について 

（1）現行条文の中で「商標」とされている箇所を「標章」に改める必要性（例：第37条の

禁止権の対象の「商標」は必ずしも識別性を有しないため、「商標」の定義に識別性を

追加した場合、「標章」に改める必要があるのではないか） 

 

・ 被疑侵害者側の「商標」に識別性がなければ商標法第26条1項6号で侵害は否定される

ことになるため、商標権者側がその「商標」に識別性のあることを主張立証する必要

が生じる。それは妥当ではないので、被疑侵害者側に商標法第26条1項6号を主張立証

させるために、侵害系の条文（第37条等）の被疑侵害者の「商標」は「標章」に改め



 

- 438 - 

た方が良い。 

 

2．第2条1項（定義等） 

「商標」の定義に識別性を追加する際の第2条1項関係の課題・論点をお聞かせくださ

い。 

（1）現状、「商標（標章）」の定義が限定列挙であることの課題・論点 

 

・ 「商標（標章）」の定義が限定列挙か包括規定かということと、「商標」の定義に識別

性をいれるべきかどうかということとは論点が異なる。 

・ 限定列挙はどのようなものを登録対象にするかに関わるものである。海外においても、

包括規定だからと言って全てを登録することはしていない。 

 

（2）将来の新商標追加への対応の課題・論点 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることによって、特定された対象物（例えば、香り）

の全てに識別性がありその全てが登録できるということになるわけではない。実際は

第3条で判断する必要がある。 

 

（4）証明商標の観点からの課題・論点 

 

・ その商品が、単なる品質、原産地を有するということを示しているだけでは、証明

商標とはいえない。すなわち、その商品がある品質を持っているというだけでは足

らず、誰かがそのことを証明していることが必要であると考えるべきで、その誰か

（証明する者）についての出所識別がされているのと現実的には同じことになる。

したがって証明商標の保護対象（商標の機能）は、通常の商標と同じく、出所識別

であるといってよいのではないか。 

・ 証明商標として機能するには、需要者が証明商標を見たときに、何らかの証明団体

の存在を認識している必要がある。団体商標において、構成員が「その団体」の構

成員であるということを認識させる必要があるのと同じ理屈である。 

・ 証明のソースを認識させることが必要という点で、通常の商標で出所のソースを認

識させる必要があるのと、広い意味では同じといえる。 

・ また、需要者に対してこの人が証明している、ということを認識させるからこそ、

権利が認められる、といえる。その意味でもその機能は出所表示といえる。 

 

（5）追加すべき識別性の具体的内容についての課題・論点（例えば、何人かの営業にかか
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る商品等であることが識別できれば良いのか、その提供主体との結びつきまでを識

別させる機能を有する必要があるのか等。） 

 

＜追加すべき識別性とは＞ 

・ 「商標」の定義に入れる識別性については、発明と考案を区別するために、発明の定

義に置かれている「高度性」のようなものであり、スローガン的で良いと考える。現

実にはそれで十分である。 

・ 「商標」の定義に入れる識別性については、現実に使用されていないものを「商標」

であるか否かを判断するので、抽象的で漠然とした識別性で足りる。審査の対象であ

る願書に記載された商標は、現実の使用が確認できないものであるから、その識別性

は、漠然とした抽象的なものにならざるを得ない。 

・ 「商標」の定義に入れる識別性は、およそ識別力がないものを商標ではないとして外

せば良いというくらいの（軽い）意味である。およそ識別性がないものというのは、

実際にはほとんどないと考えられるため、現実にはほとんど機能しない。 

・ 「商標」の定義に入れる識別性は、商標となりうるものという意味であり、第2条1項

の「人の知覚によって認識することができるもの」に近いもの。人が知覚によって認

識できるものであれば、識別することができないものは通常あり得ない。 

・ 「商標」の定義に追加すべき識別性の機能は、出所表示というよりも出所を表示する

能力があるものというレベルのもの。 

・ 識別性の 大限は第3条1項であって、第3条1項を上回る識別性が第2条1項に要求され

ることは考えられない。 

 

3．第3条1項各号（登録要件） 

（1）現状、「商標」の定義に該当することが商標登録の要件となっているところ、「商標」

の定義に識別性を追加した場合、そのままの条文では、識別性を有しないことは「商

標」の定義に該当しないという拒絶理由を構成すると考えられます。「商標」の定義

に識別性を追加することにより識別性の有無を商標登録の要件にすることと、第3条

第1項各号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れたとしても、第3条1項各号を消滅させることはできな

い。本当に識別力があるか否か、現実に登録要件を満たすか否かは第3条1項で判断す

る。 

・ 第2条1項に入れる識別性はおよそ識別性が生じないものを外す程度の意味しかない

ので、第3条1項との重複は生じない。 
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（2）その他、第3条第1項各号についての見直しの必要性とその場合の課題・論点があれば、

お聞かせください。 

 

・ 第2条1項に識別性を追加して、第3条でその識別性を具体的に説明するという方法も

考えられなくはないが、このやり方はおかしい。 

・ 実際に使用される前の審査段階では、識別性の有無は第3条1項で判断し、実際に使用

された段階（第37条や第50条等）では、その使用された商標の識別性を判断すればよ

く、「商標」の定義の識別性を持ち出す必要はない。 

・ 審査段階で、第3条1項の全てが第2条1項の識別性と重複すると考えるか（＝第2条1項

で判断するものと第3条１項で判断するものは全く同じものであるという考え）、第2

条1項の識別性が一部を賄うと考えるか（＝第3条1項の一部が第2条1項に動くという

考え）のどちらかである。基本的に後者の考えであるが、実際上影響を受けるものは

ゼロであって、第2条1項に識別性を入れても影響を及ぼさない。 

 

4．第3条2項（使用による識別性） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第3条2項との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 「商標」の定義の識別性は抽象的なものであり、第3条2項は第3条1項と同様に具体的

な識別性を判断するので、「商標」の定義に識別性を入れても現在のままで変更する

必要はない。 

 

5．第7条の2（地域団体商標） 

（1）上記3．（1）と同様に、「商標」の定義に識別性を追加することにより識別性の有無を

商標登録の要件にすることと、第7条の2との関係についての課題・論点をお聞かせ

ください。 

 

・ 現状を見直さない範囲で、「商標」の定義を変えるという考え方なので、基本的には

第7条の2も変える必要はない。 

 

6．第26条（商標権の効力が及ばない範囲）、第37条（侵害と見なす行為） 

（1）現状、「商標の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定義に識別

性が追加された場合に、そのままの条文では、識別性を有しない標章の使用は、侵

害行為に該当しないことになると考えられます。識別性の有無をみなし侵害の要件
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にすることと、第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 「商標」の定義に識別性を入れた場合、侵害系の条文の「商標」をそのままにしてお

くと、被疑侵害者側が使っているマークは「商標」でなければならなくなり、商標権

者がそのマークに識別性があることを主張立証しなければならないという結果とな

り、不合理である。 

 

（2）「商標」の定義に識別性を追加することにより「商標」に該当するか否かが争いにな

ることが予想されます。第26条及び第37条との関係で「商標」に該当する/該当しな

い旨の主張・立証責任の転換についての課題・論点があればお聞かせください。 

 

・ 被疑侵害者側の「商標」を「標章」とすれば、識別性の有無を判断する必要がなくな

る。 

 

7．第50条、第51条、第53条（取消審判） 

（1）現状、「商標･･･の使用」が要件となっているところ、「商標」の定義に識別性を追加

した場合、そのままの条文では、識別性のない標章の使用行為は要件に該当しない

ことになると考えられます。取消審判において、識別性のない標章の使用行為につ

いてどのように取り扱うかについての課題・論点をお聞かせください。 

 

・ 第50条の「商標」の使用も識別性を有する必要があると考えるので、基本的に「商標」

のままで良いと考える。ただし、第50条では商標的使用でなくても良いという考え方

を採るのであれば、「標章」に変えれば良い。どちらかにするかは第50条に対する考

え方の問題。 

・ 第50条では、「商標」は具体的に使用されており、具体的に使用されている商標の識

別性で判断することになるので、「商標」の定義の抽象的な識別性を持ち出す必要は

ない。 

 

8．第64条（防護標章登録の要件）、第67条（侵害とみなす行為） 

（1）現状、「防護登録標章の使用」がみなし侵害の要件となっているところ、「商標」の定

義に識別性が追加された場合であっても、そのままの条文では、識別性を有しない

標章の使用も同条の要件に該当するが、第68条3項で準用する第26条1項6号の適用が

問題になるという、登録商標のみなし侵害（６．（１）参照）とは異なる結論になる

と考えられます。識別性の有無を防護標章に関するみなし侵害の要件にすることと、

第26条1項6号との関係についての課題・論点をお聞かせください。 
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・ 第64条は現行法も「標章」と規定されているので、影響はない。 

・ どのような標章を被疑侵害者が使っているかを特定して、商標的に使用されているこ

とを要求することは問題ない。 

・ 第67条（侵害とみなす行為）は、上記第37条の考え方と同じ。 

 

10．商標的使用論の見直しについて 

 

・ 侵害の場面では「標章」に変えるので、上記第 37 条の説明と同じことになる。 

・ 識別性を非常に緩やかに考えるのであれば、商標的使用論は生き残り、見直しも必要

ない。 

 

11．裁判例への影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合の裁判例（侵害事件、不使用取消事件等）へ

の影響と課題・論点をお聞かせください。 

（「商標的使用」を要しないとした裁判例との齟齬） 

 

・ 裁判例に影響を与えないことを条件に、「商標」の定義に識別性を入れる。 

 

12．商標法以外の法律に与える影響 

「商標」の定義に識別性を追加した場合、商標法以外の法律に与える影響とと課題・

論点をお聞かせください。 

 

・ 特に無し 

 

以上 
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学識経験者ヒアリング議事要旨 

 

ヒアリング先：F 

 

Ⅰ．商標法第2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についてのお考えをお聞かせ

ください。 

 

「商標」の定義に識別性を入れられるなら入れた方が良い。しかし、「商標」の定義に

識別性を入れるのは、これまでの議論の経緯を踏まえると難しいものがあると認識して

おり、本当に可能なのかという立場である。 

＜概要＞ 

・ 「商標」の定義に識別性を入れることにメリットはある。すなわち、社会通念上の

概念と一致することや、他法と同様に保護客体の本質を規定できるなどのメリット

がある。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れられるなら入れた方が良い。しかし、「商標」の定

義に識別性を入れるのは、これまでの議論の経緯を踏まえると難しいものがあると

認識しており、本当に可能なのかという立場である。 

・ 平成8年の法改正時、「商標」の定義に「識別性」を入れることについて議論した

が、ハードルの高いところが出てきて見送りになった経緯がある。 

 

  以下、詳細メモ 

＜平成8年の法改正時の議論＞ 

・ 「定義を改正する場合には、法律の他の部分にどのような修正を行う必要がある

か、法律構造の根本的な考え方から変更する必要が生じないか、あるいは判例上積

み上げられてきた解釈・運用にどのような影響がありうるか、といった点を含め十

分に検討する必要がある。」とある（出典：工業所有権審議会「商標法等の改正に関

する答申」（平成7年12月））。 

・ この「法律構造の根本的な考え方から変更する必要が生じないか」を、今回、議論

したか。その後の小委の議事録などを見ても、見落としかもしれないが、この点の

議論がされていないような気がする。 

・ 「商標」の定義に識別性を入れると「法律構造の根本的な考え方から変更すること

になる」という理由が、その他の理由の中に埋没してしまっているが、実はこの理

由がすごく大きかった。 

・ 一番の理由は、「商標」の定義に客観的識別性を入れた場合、商標の同一・類似の説

明が難しくなるという点。商標法には商標の同一と類似しかなく、同一性という概
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念はない。唯一の例外は、第50条のカッコ書きの「社会通念上同一と認められる商

標を含む」という部分だけ。 

 

＜昭和34年の現行法整備時の事情＞ 

・ 現行法で今の第2条1項の定義になったのは、識別性について第3条で登録要件に入れ

たので重複にならないように（定義から外した）と説明されているが、実際は、商

標法の他の規定の骨格を作ってから定義を作ったため、定義に識別性が入れられな

かったのが事情。 

・ 昭和34年法で 初に整理したのは、第25条（商標権の効力）である。現行法は、「商

標権者は、指定商品・役務について登録商標の使用をする権利を専有する」とあ

り、ここで、登録商標とは、「登録商標と同一」の範囲のことを指す。一方、旧法

（大正10年法）では旧第7条に「商標権者ハ第五条ノ規定ニ依リ指定シタル商品ニ付

其ノ商標ヲ専用スルノ権利ヲ有ス」とあり、「其ノ商標」とは通説では類似範囲まで

含んでいると解されていた。旧法の解釈で類似範囲までを含んでいたのであれば、

現行法も商標権の効力を「登録商標と同一又は類似の商標の使用をする権利を専有

する」と書いてはどうかという議論があった。なぜなら、商標を使用する際には、

付記的な部分の変更や書体を少し変えるなど、取引の実際上そのような範囲まで使

用するということが多くの場合ありうるということである。そうすると商標権の効

力を類似まで認めないと、効力としては不十分ではないか、旧法の解釈に倣って類

似まで認めるべきだという議論があった。 

・ ところが、第51条には「商標権者が類似の範囲について使用した場合に、他人の商

品等と混同を生じる事態に立ち至ったときは、その登録を取り消す」という制裁規

定がある。そして、第25条で規定している使用権（専用権）は、その範囲であれば

使用権者（商標権者）は仮に他人の権利と抵触しようが絶対的に使用できるという

ものであるから、この絶対的な使用権を類似範囲まで認めたとすると、使用権のあ

る類似範囲を使っているにも関わらず、第51条で混同が生じたら取り消すというこ

とになり、矛盾が生じる。第51条は旧法にも「商標権者故意ニ其ノ登録商標ニ商品

ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アル附記又ハ変更ヲ為シテ之ヲ使用シタルトキハ

審判ニ依リ商標ノ登録ヲ取消スヘシ」という類似の規定があった（旧第15条）。現行

法は、旧法にあったこの規定を第51条として残し、第25条の使用権から類似範囲を

外すこととした。すなわち、第25条は、登録商標と「同一」のみとすることとした

のである。そして、この「同一」の範囲は、識別性（要部、附記的部分）の概念を

前提にすると解決困難なため、「同一」の範囲を「物理的同一」に整理してできたの

が第2条の定義である。 
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＜平成 8 年の法改正時の事情＞ 

・ 現行法は、全体に同一・類似という概念を導入して整理している。第2条1項の「商

標」の定義では、「文字、図形等であって、業として商品を扱うものが使用するも

の」を商標と規定した。このように構成要素だけを規定していれば同一ということ

が分かりやすいが、「商標」の定義に識別性を入れたら、商標法上の商標の同一・類

似の説明が難しくなる。特に、「同一」の説明がつかなくなる。識別性が共通なら商

標は同一ということになるのかということである。平成8年当時は、このような議論

や時間的な制約から、「商標」の定義に識別性を入れることを断念した。 

・ 共通の識別性とは、識別性を第3条1項6号のような「需要者が何人かの業務に係る商

品等であることを認識することができないもの」と解すると、例えば、伊藤園のお

茶のペットボトルで、「お茶」と書いてあるか否かに関わらず「伊藤園」があれば商

標として同一ということになるのかということである。 

・ 平成8年改正の際、「商標」の定義に識別性を入れた案は法制局まで持っていかなか

った。昭和34年法で「商標」の定義に識別性を入れなった理由や、「商標」の定義に

識別性を入れた場合の前述の課題をどのようにしてクリアしたかという話になるだ

ろうが、その説明がつかなかったからである。 

・ この法律構造の根本的な考え方についての論点については、昭和34年法制定時の法

制局資料、荒玉文庫、商標課長であった江口俊夫先生の著書等で見つかるのではな

いか。確認して欲しい。 

 

＜まとめ＞ 

・ 定義に識別性を入れると、商標の同一や類似という説明が難しくなるのではない

か。そうすると、商標の同一や類似を使用した商標法第25条や第51条などの条文に

大きな影響を与えることとなる。これを、「法律構造の根本的な考え方から変更する

必要が生じないか」という形で簡単に答申に記載したようである。 

・ その後、商標制度小委員会等で、この答申の「法律構造の根本的な考え方から変更

する必要が生じないか」について検討されたことはないのではないか。 

・ 質問票のBにあるような各条文への影響はこの法律構造の根本的な考え方について整

理してから検討すべき内容である。法律構造の考え方の問題が解決されれば、「商

標」にするのか「標章」にするのか等の各条文への影響は単なるテクニカルな問題

にすぎないのではないか。この法律構造の根本的な考え方について整理してからで

ないと先に進まないというのが、平成8年法のときの議論であった。重い問題であ

り、これをクリアせずに先に進むことはできるのか。 

以上 

 



 

 

  



 

 

 

 

資料Ⅱ-４ 
委員提出資料 
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「商標」の定義に識別性を追加する必要性と他の条文への影響について 

 

平成 28．11．21 

弁護士 松尾 和子 

 

1．商標法第 2条の「商標」の定義に識別性を追加する必要性についての考え 

 

商標法第 2条の「商標」の定義に抽象的客観的識別性を追加した方が良い。 

 

2．総論 

 「商標」の定義を設けても、現行法の他の規定に、基本的ないし原則に影響を与え

るものではない。 

 商標法に識別性を規定した定義を設けることにより、長年蓄積された実務・裁判例

等に変更を及ぼすようなことは全く望んでいないし、このことは各関連条項について

検討済みである。特に、抽象的客観的識別性を規定した定義規定を設けることにより、

第 3条以下の条文の構成を変更する必要はない。 

 ただし、条文中には、文言につき必要に応じ若干修正して、条文の意味を明確化す

ることが、好ましくかつ必要である考える部分がある。しかし、これは識別性を規定

した定義規定の追加以前の事柄であり、混乱を避けるために修正が好ましいものであ

ると認識している。 

（ちなみに、現行法第 2 条 1 項は、「商標」の定義をしているという意見があるが、

それは正しくない。１項は商標の構成要素を列記しているにすぎない、というべきで

ある。） 

 

3．商標法第 3条との関係 

（1）第 2条 

 「商標」の定義は、「商標とは、ある事業に係る商品又は役務を他の事業に係る商品

又は役務から識別することができるものであって、次に掲げるものをいう」（又は「識

別するために使用することができる」）とするものであって、裁判例等がしばしば判

示してきた本来の商標、経済社会において通用している商標（社会通念上の商標）と

いわれるものであり、学説上、「抽象的客観的識別性」と称されるものである。 

 

第 3 条と異なり、第 2 条に定義する自他商品等の出所の抽象的客観的識別性とは、具

体的な商品又は役務との関連性のない、一般的に何らかの商品や役務との関連で標識

として用いられる抽象的な能力を意味する。 
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（2）第 3条 

 これに対して、第 3条は、第 2条にいう商品の出所に係る抽象的客観的識別性を有

する商標が、登録出願された場合に具体的に登録を受けることができる要件の有無を

審理判断するための規定である。従って、第 3 条の登録要件としての識別性概念は、

登録対象となる具体的な商品や役務に関連する識別力であって第 2 条とは明確に区

別できる。よって、抽象的客観的識別性を規定した定義規定の新設により従来の登録

要件が変更されることはないから、第 3条以下の条文は現行のままでよい。特に、定

義規定において識別性を規定し、これとは別の規定により、識別性の欠如を不登録事

由とする取り扱いは、他の諸外国でも同様であり、これと同じ態度をとることは、国

際調和に資することがあっても、非難されることはない。（このことは、海外主要国・

地域における登録要件の概要から明らかである。） 

 以上のとおり、第 2条に追加した抽象的識別性を内容とする定義規定から一歩前進

して出願された商標について、第 3条は、商標と指定商品等により同定された個別の

出願商標につき、具体的識別性を審査する。 

 

（3）第 3条との関係のまとめ 

 よって、第 3条は第 2条と、その趣旨も、目的も異なり、識別性概念も異なる。そ

れ故、第 2 条に識別性をいれると、第 3 条 1 項 4～6 号及び第 3 条 2 項が「存在しな

いことになる」「不要になる」という指摘は当たらない。そして、実務はこの規定の解

釈・適用により動いてきたのであって、第 2条の定義に抽象的客観的識別性を規定し

た場合でも、第 3条の規定は必要不可欠である。 

例えば、1項 5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは、

通常、ローマ字 2 字からなる商標がこれに該当するが、「砂糖」を指定商品として、

ローマ字をカタカナ表記した商標の場合には、取引社会の実情から導かれた長い間の

実務により、具体的識別力が認められる場合があり得る。そしてこの場合には登録が

肯定できることになる。 

 また、6号は総括規定であるから、1号ないし 5号では、例えば、「さくさく」は識

別力があると判断され得るが、「サクサク」となると、食べ物を噛むときの音であっ

て、6号で、識別力が否定されることになるなどである。 

 また、第 2項についていえば、家具デザインの巨匠ハンス・Ｊ・ウェグナーが、カ

ール・ハンセン・アンド・サン・モーベル・ファブリック社（カール社と省略されて

いる）の依頼により 1950 年完成させた肘掛椅子であって、素朴かつ斬新なデザイン

として知られた。我が国では、昭和 37 年以来、「Y チェア」として愛され、当初は、

単にカール・ハンセン、デザインのチェアというだけであったが、60 年に及ぶ膨大に

して継続的な広告宣伝活動の結果、2011 年 6 月 29 日に至り、知財高裁において需要
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者により、「本願商標が自他商品識別力を獲得している。」と判断され、識別力を否定

した特許庁の審決が取り消されるに至った（平 22（行ケ）10235、審決取消請求事件）。

判断手法や証拠資料について、実務上重要な判決とされている。 

 このように、第 3条は判断時期を審査時として、具体的に、出願商標を指定商品等

により画定して具体的識別力を判断するのであり、これに対し、第 2条の定義の識別

性は、抽象的な属性に係る性質を謳うものである。よって、抽象的客観的識別性を規

定した第 2条の定義の新設による影響を受ける必要はない。 

 

（4）第 2条、第 3条及び第 4条の修正の是非について 

 第 3 条 1 項柱書の 2番目にある「次に掲げる商標を除き」と 1号の末尾にある「・・・

慣用されている商標」、「のみからなる商標」及び 6 号の「・・・できない商標」は、

「されている場合」、「のみからなる場合」及び「できない場合」として方が理解しや

すいであろう。しかし、これは識別性を規定した定義規定の新設と直接関係なく、現

行法を、このままにしても、合理的に判断して読めるので、差支えない。 

第 4条も登録要件に係るから、修正の必要はない。（例えば、「商標」の重複的使用を

やめて「標章」を使用するなどの修正は必要ない。） 

また、第 2条に、「商標」と「標章」があるが、1項は、商標の構成要素を記載し、こ

れを「標章」というものと規定しているから、このままでよい。 

 第 3 条 2 項も、第 3条 1項 3号から 5号までの使用の結果（使用による識別性）を

記載するのみであるから、同様である。 

 

（5）第 3条の「商標」について 

 第 3 条には「商標」の文言が至るところに使用されているため、それが、個別にど

う読むべきか難点がある。先に述べたように、第 3条 1項柱書の 2番目にある「次に

掲げる商標を除き」と各号の末尾にある「・・されている商標」は、「・・・されてい

る場合」とした方が理解しやすい。2 号以下についても同様である。ただし、現行法

を、このままにしても、理解可能であるから差支えないことも前述のとおりである。 

 

4．第 7条の 2「地域団体商標」との関係 

 第 3 条の要件との関係が問題とされているのであろう。 

 まず、第 2条の商標の本質としての識別性概念と第 3条の登録要件としての識別性

概念との相違については上記したとおりである。 

 また、地域の名称及び商標又は役務等（いわゆる地域ブランド）は、平成 18 年法

改正により、それまでの形では、商標法第 3 条 1 項の 1 号・6 号により登録できなか

ったところを、一定の要件を充足する限り、地域団体商標として登録できるとした制
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度である。その要件の一つが、「商標が使用された結果、自己又は構成員の業務に係る

商品又は役務を表示するものとして需要者の間に周知性を取得していること。」であ

る。第 3条 2項では全国的知名度が要求されるが、地域ごとの独自の創意工夫をもと

に一定程度の周知性（隣接都道府県に及ぶ程度といわれている）を獲得した場合には

地域ブランド化の取り組みを奨励するため登録を認めようとするものである。よって、

「商標」の定義に識別性をいれることの是非と全く直接的関係を有しない。 

 

5．第 26 条 1 項各号 

（1）登録商標の効力は、第 25 条により指定商品又は役務について（つまり“同一”につ

いてのみ権利とされる。）、登録商標（“同一”のみである。）を使用する権利の専

有であり、その範囲は、第 27 条の規定により決められており（願書に記載されたも

のに限られる。）、解釈の余地はない。第 26 条は商標権の効力が及ばない範囲を規

定しているにすぎないから、「商標」の定義により何ら影響を受けない。なお、第 26

条 1 項 1 号ないし 5 号の末尾にある「商標」は、第 3 条各号及び第 4 条 1 項 18 号の

解釈によれば、具体的識別力が否定され登録されるべきではなかった場合であったか

もしれない。しかし、被告側は、商標権者の登録商標に対し無効審判を請求すること

なく（通常は営業関係、費用関係などから）、自分が当該商標を継続使用できる道を

選択したのである。相手方商標の識別力等の有無を問題とすることなく、権利者の商

標権の効力を制限するだけの規定である。 

 

（2）第 26 条は被告の標章の使用が原告の登録商標の機能を害するか否かという侵害論で

問題とされ、被告が、その商標ないし標章を商標的に使用していなければ、原告の商

標権の機能が害されないから商標権侵害を構成しないとされる。それが、商標的使用

論として論じられるところであり、第 26 条は被告の有力な抗弁権として使用され、

そういうものとして確立している。この角度からみても、第 26 条の適用は、抽象的

客観的識別性を追加した場合の新しい「商標」の定義とは直接的関係を有しない。こ

のように、被告の使用行為に対して原告の商標権が及ぶかどうかは、商標の機能を侵

害するかどうかという実質的な判断によって決まるものである。 

 

（3）実務では、被告の使用する商標は、判例上、「標章」と称されているから、「商標」

を「標章」に改めてもよいが、この点の改正は「商標」の定義と関係しないから、む

しろ、いたずらに混乱を招かねないように、今の時点で修正する必要はない。しかし、

明確に解りやすくするためには、第 3条の「商標」を「もの」、「場合」とした方が良

いのと同様に、第 26 条１項各号の「商標」を「もの」、「場合」又は「標章」に改める

とより適切である。同条第 2項では「場合」としているので、「場合」に統一したら更
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に良い。ただし、現行法を、このままにしても、理解可能であるから差支えないこと

も前述のとおりである。 

 

6．第 37 条各号関係 

 第 37 条は「みなし侵害」の規定であり、修正の必要はない。なぜなら「登録商標若

しくはこれに類似する商標（の使用）」ということで問題とされるのは、1 号を例に

すれば、被告の使用するマークそれ自体が具体的識別性を有するか否かではなく、原

告の登録商標と類似する関係にあるか、指定商品と類似する関係にあるかだけである。

問題の核心は、被告が使用する商標又は指定商品等客体の範囲、すなわち「類似性」

であり、識別性ではなく、定義とは無関係である。よって第 37 条の「商標」を「標

章」に変更する必要性は全くなく、無用な議論である。 

 

7．第 50 条 

 第 50 条の「商標」の使用は、「商標」の定義と関係なく、基本的には識別性のある

商標としての使用を問題としていると考える。ただし、本条は、登録主義の限界（具

体的使用を前提としない登録、難解複雑な商品分類の欠陥等々）と関連するから、定

義とは関係なく、本条の目的に適う対応をすればよいと考える。 

 

8．第 51 条、第 53 条 

 商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を専有できるだけの権利

である（商標法第 25 条）。それにも拘わらず、商標権者が専用権以外の範囲、すなわ

ち類似範囲について故意に登録商標を使用して品質等の誤認、出所の混同を生じさせ

る行為をすれば、第 51 条は、制裁を科して商標登録を取り消すというのである。第

51 条の根拠は権利者の行う専用権逸脱行為であって、登録商標と「類似する商標」の

範囲と、当該範囲の使用により第三者の権利、公衆の利益の保護こそ問題とされるが、

使用される商標の識別力などはいかなる意味でも、問題とする必要はない。ちなみに、

登録商標に類似していれば、通常は識別力があるからこそ、品質誤認が生じ、出所の

混同が生ずるのである。この制度は、そのように、識別性の存在を前提として設定さ

れているといってよい。 

 第 53 条の規定の趣旨も同様であり、定義規定と関係がない。 

 

9．第64条・第67条 

 定義と関係ない規定であるから、別の呼び名を使用してもよいが、長い間使用し

てきた経緯を考えると、わざわざいじる必要はない。 
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10．商標的使用論の見直し 

 商標的使用と言うときの「的」とは何を指すのか、疑問視することはあったが、

この理論が間違っているわけでもないので、そのままでよい。 

 

11．裁判例への影響 

 裁判に対し、影響を与えるとは考えられないし、それは避けるべきであろう。ま

た、不使用取消の関係でどうなるかは、「商標」の定義の問題でないというのが、本

来の私の考え方である。その立場に立っても、理論構成が変わるかもしれない。そ

れが、取消審判の趣旨から出るものであるなら、それでよい。法律ではなく、法律

の解釈に関する判例が変化することを止める理由はない。 

 

12．「商標」の定義の改正の必要性について 

 そもそも、商標の本質は自他商品及び役務の識別性にあることは、日本を含めた世

界各国のコンセンサスである。商標の本質が自他識別性にあることを大前提として、

商標の登録制度や商標権の保護範囲の法体系及び裁判例が構築されている。従って、

解釈上補ってきた大前提である自他商品等の識別性を、端的に、「商標」の定義条項

において規定することはごく当然の事柄である。また、上記のとおり、他の条文に影

響を与えない形で盛り込むことが可能であって、自他商品等の識別性を規定した定義

規定を設けると、商標法の大改正になるというのは杞憂である。 

 なお、知財各法において、権利保護の対象を定義する際には、その本質を定めるの

が通例である。特許法第 2条第 1項（発明とは、自然法則を知用した技術的思想の創

作のうち高度のものをいう。）、意匠法第 2条 1項（意匠とは～であって、視覚を通

じて美観をおこさせるものをいう。）、著作権法第 2条第 1項（「著作物」「思想又

は感情を表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをい

う。」） 

また、各国の商標法における「商標」の定義には、商標の本質である自他商品・役務

の出所に係る識別性が規定されている。 

 更に付言すれば、知財分野においては、別段重大な弊害がなくとも毎年のように法

改正をしており、その中には従来の解釈を「明確化」することも重要な立法事実とし

て認められている。 

 

13．第 1条「目的」に識別性を入れることに対する懸念について 

 まず、目的に「識別性」をいれると「商標法」ではなく「自他商識別可能商標法」

となる、と指摘するむきがあるが、趣旨不明である。 

また、法律において、目的、定義、登録要件の順に概念が狭められていくことと、定



 

- 455 - 

義に保護対象の本質を書き込むということは次元の違う話である。 

 商標の本質である識別性をどこに書きこむかについては、各国の法律では、「商標」

の定義において識別性を規定しており、それも自然である。将来のことを考えるなら、

各国の例に倣うことが好ましく、それができないのであれば目的規定において規定し

てもよい、と考える。 

 目的規定に識別性をいれるとしても、その識別性概念は、上記のとおり抽象的客観

的識別性を意味する。したがって、第 2条の定義規定に抽象的客観的識別性を入れる

場合と同様に、第 3条の具体的識別概念とは明確に区別され、第 3条以下には影響し

ない。 

以上 
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