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第三章 商標の類似 

 

第一節 商標の意義 

 

商標法第 18条では、商標とは、識別力を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、

立体形状、動態、ホログラム、音など、又はこれらの結合によって構成されるものを

指すものである。ここでいう識別力とは、商品又は役務の関連消費者が商標を付した

商品又は役務の出所を認識し、またそれをもって他人の商品又は役務と区別できるこ

とを指すものである。2012年 6月までは、商標として登録を受けることができるのは、

文字、図形、記号、色彩、音声、立体形状又はこれらの結合により構成されたものに

限られていたが、2012年 7月 1日に施行された改正商標法では、商標保護対象の範囲

を「動く商標（motion marks）」「ホログラム（hologram marks）」「匂い商標」を含

むように拡大し、商標としての識別力を有するものであれば、登録を受けることが可

能となった。 

 

商標登録が可能かどうかは、識別力の有無がポイントである。智慧財産局が定めた

商標識別力審査基準では、以下のように分類されている。 

 

 意義 例 

先天的

識別力 

使用により生じたも

のでなく、商標自体が

具えるものである 

(1)独創的標識：知力によって創造したものであ

り、既存の語彙又は事物を用いていないもの。 

例：「GOOGLE」「震旦」「    」 

「PANASONIC」、「SONY」 

 

(2)任意的標識：既存の語彙又は事物を用いてい

るが、指定商品・役務とは全く関係がないもの。 

例：「アップル APPLE」「          」 

 

「        」 

 

(3)暗示的標識：商標が、商品若しくは役務の形

状､品質､用途又はその他関連成分､性質､特性､

機能又は目的等をほのめかすに留まり、同業者

が商品を説明する際に必ずしも使用せず、又は

通常商品の説明に使用されていないもの。 
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 例：   を、椅子、ロッキングチェア、

授業用の机と椅子商品に使用する。 

 

後天的

識別力 

もともと識別力を具

えていない標識であ

るが、市場において使

用された結果、関連消

費者がそれを商品又

は役務の出所の標識

であると認識するこ

とができるようにな

り、商標としての識別

力を有するようにな

ったもの（セカンダリ

ーミーニング）。 

(1)「787」を飛行機及びその部品に使用する場合 

(2)「V50」を自動車、トラック及び RV 商品に使

用する場合 

 

 

(3)     (装飾図案)を百貨店、スーパーマー

ケットなどのサービスに使用する場合 

 

なお、先天的識別力を認められないものの例は以下のとおりである。 

(1) 説明的な文字 

例えば、deluxe、best、top、extra、fresh、light 等。 

(2) 通常用いられている標章又は名称 

例えば、「TAPAS」はスペインの伝統的な居酒屋又は小皿料理や肴を意味し、

これはレストラン、ビアホール、バーのサービス自体又はサービス内容を示すも

のとして通常用いられている。また、「 」は、その服用を医師が仔細に観察

する必要のあり、医師が処方箋を作成し、薬剤師がその処方箋に誤りがないかど

うか確認した上で、当該処方箋に基づいて調剤する必要のある処方薬を指し、こ

れは薬品で通常用いられている標章である。 

(3) その他の先天的識別力を有しない標識 

デザインが施されていないアルファベット一文字、型番、単純な数字、簡単な

線又は基本的な幾何学的図形、装飾図案、苗字、称号と苗字の結合、会社名称、

ドメイン・ネーム、よく見かける宗教に関連する神々、用語と標識、スローガン、

よく見かけるお祝いの言葉、吉祥語（縁起のいい言葉）、流行語及び諺など。 
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第二節 商標の種類 

 

前述のとおり、2012年 7月 1日から施行された改正商標法では、商標保護対象の範

囲が広げられ、商標としての識別力を有するものであれば、登録を受けることは可能

となった。以下は「伝統的商標」及び新たなタイプの「非伝統的商標」に分類し、説

明する。 

 

1.伝統的商標 

 

1.1 文字商標  

例：「SONY」「三越」 

 

1.2 図形商標  

例：「    」「    」 

 

1.3 結合商標  

例：「       」「  」 

 

2.非伝統的商標 

2.1 立体商標  

例：台北 101ビル  

 
 

2.2 動く商標  
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2.3 ホログラム  

例：「  」 

 

例：OHIM 登録第 2117034 号 

(見る角度によって色や形が変わる。) 

 

2.4 音声商標  

例： の音声(HISAMITSU) 

台湾登録第 1423819 号 

 

2.5 その他 

①色彩商標  

例：「 」 

           7-ELEVEN, INC. の登録第 165884 号 

 

②匂い商標  

例：エンジンオイルに「チェリーの匂い」 

 

 

第三節 類似性の判断基準 

－誤認混同おそれの有無を判断する際の考慮要素－ 

 

智慧財産局は、案件審理の際の参考にするために、誤認混同の虞の有無を判断する

にあたって考慮すべき要素を示した誤認混同審査基準を作成した。同基準では、誤認

混同の虞の有無を判断する際の考慮要素として、以下の８要素が示されている。 
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1.商標識別力の強弱 

 

基本的には独創的な商標は識別力が最も強い。識別力が強い商標ほど、商品又は

役務の消費者に与える印象が強いので、他人が少しでもまねをすれば、購買者に誤

認混同を生じさせる可能性がある。例えば、「  」(登録第 1157280 号)と「   」

(登録第 817619 号)は、いずれも CHANEL 社の「  」と類似すると認められた。

一方、しばしば見かける事物をイメージする任意的商標及び商品・役務に関する暗

示的な説明をイメージする暗示的商標は識別力が比較的弱い。一方、結合式商標に

ついては、その構成要素の一部が、同一・類似の商品・役務で商標の一部として広

く使用された結果、識別力の弱いものとなっているが、結合式商標全体として登録

されることはできるものの、その部分の識別力は弱いため、同構成要素を有してい

ても、非類似と認められる可能性がある。例えば、美容関連商品において、「佳人

（美人）」「元気」は、しばしば商標を構成する文字の一部として使用されており、

また、飲食サービスにおける「皇家」、「garden」なども同様であるが、いずれも

識別力は比較的弱い。 

 

2.商標の類否及びその類似性の程度 

 

両商標を見た者に与える全体的な印象が類似しており、同一又は類似の商品・

役務にこれらの商標を標示した場合、一般の知識・経験を持つ消費者が購入時に通

常用いる程度の注意をもって見たときに、両商品・役務の出所が同一であると誤認

し、又は出所は異なるが両者の間に関係があると誤認する可能性がある場合、類似

商標として認められる。 

 

2.1 商品・役務ごとに消費者が支払った注意の程度が異なり、類似性の判断に影響を

与える 

 

商標の類否について判断する場合、まず、誰の視点から観察するのかを明確

にしなければならない。商標の主たる機能は、商品・役務の消費者に、商品・役

務の出所を識別させることであるので、類似性の有無は、一般の知識・経験を有

する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって見た場合を基準とするべ

きである。また、商品の性質の違いによって、消費者の注意の程度は異なる。例

えば、日常の製品については、消費者の注意の程度が比較的低く、二つの商標間

の差異が比較的区別しにくいため、少しでも類似する箇所があれば、似ていると

いう印象が生じる。一方、薬品などの専門商品や自動車など単価が比較的高い商

品は、その消費者の多くが専門家であったり、或いは購入時に比較的高い注意を

払ったりするため、両商標間の差異を比較的容易に区別することができる。よっ
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て、要求される類似性の程度は当然日常の製品の消費者の場合よりも高い。 

 

2.2 商標全体を観察する 

 

商標類否の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。これは、商標

が商品・役務の消費者の目に触れる際には、その構成要素のそれぞれの部分が表

わすのでなく、全体という形で呈するので、基本的に全体観察という原則に基づ

き判断することとなる。 

さらに、商標は全体という形で呈するのではあるが、商標構成要素の中、特に

商品・役務の消費者に顕著な存在となり、消費者の注意を惹き付け、或はかかる

顕著な部分が消費者にとって印象に残るものであれば、この顕著な部分、すなわ

ち主要部分を対象にし、比較対照するという原則も存在しており、これは「主要

部分の観察」である。したがって、主要部分の観察と全体観察とは相反するもの

ではなく、主要部分は飽くまでも例外的に商品・役務の消費者の商標に対する全

体的印象に影響を与える顕著なものであるから、商標類否の判断はやはり全体観

察によるべきであるといえる。 

 

2.3 時間と場所を異にすることを前提とした離隔的観察を行う 

 

商標類否を判断するもう一つの重要原則は、（商標を見る）時間、場所が異な

ることを前提とした離隔的観察を行うという原則である。ただし、この原則は、

審査官に対して実際の一般的な購入行為の態様を考慮するように注意を促すも

のにすぎず、審査官が実際に商標類否を判断するとき、対象となる両商標を異な

る時間、場所において離隔的観察を行う方法により商標類否を審査することは稀

にある。一般的な消費者は商品を購入する又は役務を利用する際、必ずしも商標

に対して明確で完全な印象を持つことなく、異なる時間又は場所において商品・

役務を選択し購入、利用するという行為を反複して行うものであって、商標を持

参して並べて対比する方法で商品・役務を選択し購入、利用するわけではないこ

とを考慮すれば、細部の差異は消費者の印象のなかでは識別機能を発揮しにくく、

商標が類似するか否かを判断する際にこれを考慮する必要はない。 

 

2.4 商標全体の外観、観念（意味）、称呼（発音）から評価する 

 

商標が商品・役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念、称呼から

評価される。商標の類似性の判断にあたっては、この三つの要素を考慮の上、類

似性の程度が誤認混同のおそれが生じるまでに達しているか否かを評価するこ

とになる。但し、特に留意する必要があるのは、外観、観念、称呼のうち、いず

れか一つについて類似が認められることにより商標全体が類似しているという
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印象を生じさせる可能性はあるものの、これは必然的なものではないことである。

例えば、「第一」と「帝衣」の（中国語の）称呼は同じではあるが、外観及び観

念はまったく異なり、両商標の全体的印象について考えると、商品・役務の消費

者の誤認を引き起こす可能性は極めて低いといえるので、類似の商標とは認めら

れない。このように、両商標の外観、観念又は称呼のいずれかが類似しているか

らといって、商標の全体的印象も当然に類似しているとはいえず、商品・役務の

消費者に誤認混同を引き起し得る程度に類似しているか否かによって、類似性を

判断すべきである。 

 

3.商品・役務の類否及びその類似の程度 

 

商品の類似性の有無は、二つの異なる商品が機能、材料、生産者又はその他の要

素において共通である点（又は関係する点）があり、一般の社会通念及び市場取引

において、同一又は類似の商標が付された商品が同一である、又は同一ではないが

出所に（特別の）関係があるとの誤認を容易に消費者に生じさせるものであるかに

よって判断される。また、役務の類似性の有無は、二つの役務の間に、消費者の需

要を満足させることにおいて、さらに役務提供者又はその他の要素において、共通

又は関係する点があり、これらの役務に同一又は類似の商標が付された場合に、一

般の社会通念及び市場取引において、当該役務の出所が同一である、又は同一では

ないが提供者に（特別の）関係があるとの誤認を容易に消費者に生じさせるかによ

って判断される。なお、実務上、「商品及び役務の区分並びに相互検索参考資料」

が編纂されており、これは商品・役務が類似するか否かの実務上の判断において重

要な参考資料であるが、個別案件においては、やはり一般の社会通念及び市場取引

の状況を斟酌した上で、商品・役務の各種の関連要素を考慮するべきである。ちな

みに、当該資料には商品・役務区分ごとに、類似商品・役務群(短冊)が設けられて

おり、各類似商品・役務群或いは相互検索対象となっている類似商品・役務群に属

するものは、基本的に類似関係を有すると認められている。 

 

4.先権利者の多角化経営の状況 

 

先登録の権利者が多角化経営を行い、その商標を多くの種類の商品・役務に使用

し又は登録している場合、係争商標との間の誤認混同のおそれの有無を判断する際

は、各類の商品・役務のみにつき別々に比較するのではなく、多角化経営の状況も

総合的に考慮しなければならない。特に先登録の権利者が同一商品・役務の市場に

参入し事業を行う可能性を示す証拠がある場合、これを考慮する必要性が高くなる。

一方、先登録の権利者が長期に渡り特定の商品・役務のみを扱い、その他の業種に

参入する様子が全くない場合、その保護範囲をより限定することができる。 
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5.実際の誤認混同の状況 

 

誤認混同の事実とは、（商標に）関連する商品・役務の消費者が、後願商標にか

かる商品が先登録の商標権者に由来すると誤認する状況が実際に発生したことを指

す。この事実は先登録の商標権者が関連証拠を提出し、これを証明するべきである。

また、当事者が市場調査報告を提出し、法に基づく答弁や攻防の手続きを経て、信

頼性があると認められた場合、当該調査結果報告は実際の誤認混同の事実と同様に

扱うことができる。一方、商標の登録を受けてから第三者による無効審判を請求さ

れるまでかなり長い時間が経過していることもあり、権利者が既にその商標を使用

し市場において販売を行っている場合もあるが、この場合はその商標の使用により

消費者に誤認混同を生じさせたか否かも当然考慮に入れることができる。 

 

6.関連消費者の各商標に対する熟知度 

 

抵触する二つの商標のいずれについても、関連消費者が相当程度熟知している場

合、つまり、両商標が市場において並存している事実が既に関連消費者に認識され、

かつ、出所が十分に区別できる場合は、この並存の事実を最大限に尊重すべきであ

る。抵触する二つの商標について、関連消費者がそのうちの一つしか熟知していな

い場合は、熟知されている商標に対しより手厚い保護を与えるべきである。 

 

7.係争商標の出願人が善意であるか否か 

 

商標の主な機能は、自己の商品であることを示すことによって他人の商品と区別

することにある。商標の登録出願又は商標使用の目的も商標のこの識別機能の発揮

にある。しかし、出所に対する誤認混同を関連消費者に生じさせる可能性があるこ

とを明らかに知って、又はもともとその出所に対する誤認混同を関連消費者に生じ

させる意図をもって、商標の登録出願を行った場合は、その出願は善意とはいえな

い。例えば、（1）出願人が所有する商標が合意又は強制執行若しくは破産手続によ

り一旦他人に移転された後、再度同一又は類似の商標の登録を出願した場合。（2）

出願人が他の商標権者の許諾の下、ある中国語の商標を使用した後、その商標権者

の同意を得ずに当該中国語の対応英訳を商標として登録出願した場合。 

 

8.その他の誤認混同に関する要素 

 

前記要素のほかに、一定の特殊な状況下において、誤認混同の判断に影響する要

素が存在する可能性がある。例えば、商品の販路又は役務の提供場所が同一で関連

消費者が同時に接触する機会が比較的多い場合は、誤認混同を引き起す可能性が比
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成龍 

 新王 

 真 

龍王 

 

較的高い。一方、訪問販売、電子商取引、通販などの販路によるものと一般の販路

により販売するものとの間で誤認混同を生じるか否かは、再検討の余地がある。ま

た、いずれも飲食業の役務であっても、高級レストランの形式で提供するのもあれ

ば、屋台の形式で提供するのもあり、このような場合両者は必ずしも誤認混同を引

き起すとは限らない。したがって、個別案件においてこのような要素が存在する場

合、これらも合わせて考慮しなければならない。 

 

 

第四節 商標の類否に関するガイドライン 

 

智慧財産局によって、外観、観念又は称呼により、類似すると認められた商標の例

は以下のとおりである。 

 

1.外観によって類似性が認められた例 

（1）商標図案上の中国語の意味、称呼が完全には同じではないものの、その外観に

より誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「北海」と「比海」、「洗玉」と「洗王」など。 

（2）商標図案上の中国語の文字構成が同一で、配列は異なるものの、その外観によ

り誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「利泰」と「泰利」、「日日春」と「春日」など。 

（3）商標図案上の中国語の主要部分の文字が同じで、その外観により誤認混同のお

それがあるもの。 

例：「快楽ミ多」と「快楽」、「日尹新」と「日新」、「    」と 

「   」、「大海亀」と「裕
龜

海寶」、「果蔬生」と「利果蔬」など。 

（4）商標図案上の中国語の文字は異なるものの、そのデザイン形態が類似しており

誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「吉観」と「合歓」がそれぞれ    、   とデザインされている場合、 

 

「大同」と「大台北」がそれぞれ   、   とデザインされている場合。 

（5）商標図案の構成要素の中国語部分又は外国語部分のいずれかが同一であるもの。 

例：「GOAL」と「果好 GOAL」、「高仕牌 COX」と「高仕 GROSS」など。 
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（6）商標図案上の外国語文字が異なり、また称呼や観念も異なるものの、デザイン

形態が似ていて、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：大同の外国語「      」と東芝の外国語「       」、「VELO」 

 

と「YALE」    、    と       、       となど。 

（7）商標図案上の外国語の表音文字（訳者注：英語のアルファベット、日本語の仮

名など）の構成が同一で配列が異なっているにすぎず、又は少数の表音文字が異

なっているだけで、外観が類似しており、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「瑞騎 CAANON」と「CANNON」、「龍歌利 WRONGLE」と「WRANGLER」、

「JWCO」と「聯旺 LWCO」、「LIVIBRON」と「LIVROW」、 「MOSER」と

「MOSER 及び図」など。 

（8）商標図案上の外国語に同一の単語が含まれており、又は主要部分が同一若しく

は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「NEW MASTER」と「統帥 MASTER」、「新能 NEWPOWER」と「萬能 POWER」、

「美術牌 ART」と「台湾亜都 T.W.ART」、「        」と

「         」など。 

（9）商標図案上の図形が類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。 

 

例：      と       、     と     。 

（10）商標図案上の記号が同一又は類似し、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「８」と「   」、「九九 99」と「999」、「803 及び図」と「808」等。 

（11）商標図案の色彩が同一又は類似し、誤認混同のおそれがあるもの。 

 

例：    と    。 

（12）商標図案上の図形の形状と文字の形状が同一又は類似し、誤認混同のおそれが

あるもの。 

 

例：「  」と「中」、「  」と「H」、  と「R」など。 
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2.観念が類似する場合の例 

（1）商標図案上の中国語の意味又は観念が同一又は類似していて、誤認混同のおそ

れがあるもの。 

例：「王子」と「太子」、「国花」と「梅花」など。 

（2）商標図案上の外国語の意味又は観念が同一又は類似していて、誤認混同のおそ

れがあるもの。 

例：「Taiwan」と「Formosa」、「a」と「A」など。 

（3）商標図案上の中国語と外国語が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「愛情」と「LOVE」、「星牌」と「STAR」など。 

（4）商標図案上の中国語と図形が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：「黒豹」と黒い豹の図、「金象牌」と金色の象の図など。 

（5）商標図案上の外国語と図形が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。 

例：ライオンの図と「LION」、豹の図と「LEOPARD」など。 

（6）商標図案上の中国語又は外国語と記号が同じ意味で、誤認混同のおそれがある

もの。 

例：「五号」と「No.5」、「三九牌」と「999」など。 

（7）商標図案上の図が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。 

 

 

例：     と    など。 

 

3.称呼が類似する場合の例 

（1）商標図案上の中国語は異なるものの、発音が同一又は類似していて、誤認混同

のおそれがあるもの。 

例：「新新」と「馨馨」、「爽得」と「爽徳」、「梅華」と「梅花嘜」など。 

（2）商標図案上の外国語が異なるものの、発音が同一又は類似していて、誤認混同

のおそれがあるもの。 

例：「POLYSET」と「ポリセット」、「SEMCO」と「SEIKO」、「ASCOT」

と「ESCORT」、「JOIE」と「JOY」など。 

（3）商標図案上の中国語又は外国語の発音が同一又は類似していて、誤認混同のお



 

 
21 

それがあるもの。 

例：「麥當楽」と「McDonald's」、「吉利 GEILLY」と「潔霊 GEELY」など。 

（4）商標図案上の中国語又は外国語と記号の発音が同一又は類似していて、誤認混

同のおそれがあるもの。 

例：「巴陵巴」と「808」、「CHi CHi」と「77」など。 

 

 

第五節 商標類似事例 

 

1.外観類似の事例 

 

事例 1：元気の豆 vs.元気納豆 

 

 外観類似 

 智慧財産法院 2009 年度行商訴字第 180 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

  

出願番号：097039562 

拒絶査定：核駁第 0316102 号 

第 29 類：ライスミルク、豆乳など 

登録第 1219391 号 

第 32 類：納豆ドリンク、スポーツドリンク、ノン

アルコール果実飲料、フルーツジュース、野菜ジュ

ースなど 

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

（「元氣納豆」にある「納豆」が権利不要求（排他的権利を放棄することを意味している。）の申し出をされ

ているが、商標類似の判断については、商標図案全体を対象にして観察すべきである。) 

 

(1)事件の概要  

原告である統盛国際股份有限公司は、当時商標区分第 29 類の「ライスミルク、

豆乳」などを指定商品として、2008年 8月 22日に商標として「元気の豆」を登録

出願し、その後、智慧財産局から、「本願商標は引用商標の登録第 1219391 号商

標と類似し、かつ、指定商品も類似するので、誤認混同を生じさせるおそれがあ
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る」との理由で拒絶査定を受けた。同社は、「『元氣納豆』にある『納豆』につ

いては権利不専用の申し出がなされているが、商標類否の判断は、商標図案全体

を対象に行うべきである」という理由に基づいた当該査定を不服として訴願を提

起したが、訴願が棄却されたため、智慧財産法院（知的財産裁判所；日本の「知

的財産高等裁判所」に相当する。）に行政訴訟を提起した。智慧財産法院は以下

の理由をもって、係争商標と引用商標は類似商標であって誤認混同を生じさせる

おそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。 

(2)実務上の判断 

権利不専用の申し出をされた部分の識別力は比較的に弱いものの、商標類否の

判断にあたっては、その他の部分と合わせて比較対照すべきである。本件係争商

標と引用商標とを比較対照すると、同一の「元氣」と「豆」を有し、また、字体

及び文字配列の順序も同一であるため、外観及び称呼が類似している。また、両

商標はいずれも飲料商品を指定しており、日常生活で頻繁に消費されるという飲

料商品の性質から考えれば、それを購買する際に払う消費者の注意力は比較的低

く、わずかの箇所にのみ差異のある商標に対する見分ける力も比較的弱い。商標

を時間と場所を異にして離隔的に観察する場合、一般の知識・経験を有する消費

者が購入時に通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見れば、両商

品の出所が同一であると誤認し、又は出所は異なるが両者の間に関係があると誤

認するおそれがある。 

(3)本件の要点 

商標の類似性の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。また、商

品の性質の違いは、その消費者の注意の程度に影響を与える。日常生活用品に対

しては、消費者の注意の程度がより低く、二つの商標間の差異が比較的認識され

にくいため、他の製品より、類似と認められる可能性も高くなる傾向がある。 
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事例 2：吉妮兒 Genius Family vs. 吉妮兔 gini Rabbit 及び図 

 

 外観類似  

 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 3925 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 
登録番号：第 1059752 号 

第 21 類：歯ブラシ、電動歯ブラシ、ボトルブラシ

など。  

登録番号：第 882492 号 

第 21 類：カップ、箸、皿、、鍋、フライパン、歯

ブラシ、電動歯ブラシなど。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(1)事件の概要  

本件登録第 1059752 号商標(以下「係争商標」という。)は、中国語の「吉妮兒」

と欧文字の「Genius Family」とを上下二段に書しており、2002年 12 月 27日に登

録出願し、当時第 21類の「歯ブラシ、電動歯ブラシ、ボトルブラシ」などを指定

商品として、2003年 6 月 6日に登録され、同年 7月 1日に公告されたものである。

この公告を受け、登録第 882492 号商標（以下「引用商標」という。）の権利者で

ある筌翔國際有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類

似するとして、智慧財産局に、係争商標の登録査定に対する異議を申し立てた。

その後、原告である陳俊男（係争商標の権利者）は、智慧財産局から「登録第 1059752

号商標の商標登録を取り消す」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を

提起したが、不服申立てが棄却されたため、台北高等行政法院に行政訴訟を提起

した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似を構成し、

誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標と引用商標は、中国語の構成においていずれも「吉妮」を有するほか、

三文字目の「兒」と「兔」が外観において類似する。また、欧文字の構成につき

「Genius」と「gini」は称呼が類似する。また、商標の類似性の判断は、商標全体
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を観察して行わなければならない。商品の性質の違いは、その消費者の注意の程

度に影響を与える。日常生活用品に対しては、消費者の注意の程度がより低く、

二つの商標間の差異が比較的認識されにくいため、類似しているという印象が容

易に生じる。一方、薬品などの専門商品や単価が比較的高い商品は、その消費者

の多くが専門家である、或いは購入時に比較的高い注意を払う等により、両商標

間の差異を比較的はっきりと見分けることができる。よって、専門商品や単価が

比較的高い商品に関わる商標の類否判断にあたっては、払われる注意力も日常生

活用品より高くなる。本件係争商標と引用商標の指定商品は、いずれも歯ブラシ

などの日常生活用品であるため、消費者の注意の程度がより低く、二つの商標間

の差異が比較的認識されにくいため、類似しているという印象が容易に生じる。

商標を時間と場所を異にして離隔的に観察する場合、一般の知識・経験を有する

消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見れば、

両商品の出所が同一であると誤認し、又は出所は異なるが両者の間に関係がある

と誤認するおそれがある。 

 

(3)本件の要点 

商標の類似性の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。商品の性

質の違いは、その消費者の注意の程度に影響を与えるので、たとえ商標図案の構

成に一部だけ異なっていても、類似として認められる可能性が高くなる傾向があ

る。 

 

 

事例 3：夢達莉嬌 MONDALIJIO 及び図 vs. 夢特嬌及び図 Montagut 

 

 外観類似  

 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 2634 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

  

登録番号：第 776142 号 

第 14 類：金、銀、真珠、ダイヤモンド、宝石など。  

登録番号：第 449233 号 

第 14 類：金、銀、ダイヤモンド、宝石、珊瑚、水

晶、瑪瑙、ネックレス、イヤリング、リング。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 
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(1)事件の概要  

登録第 776142 号商標(以下「係争商標」という。)は、1996 年 10 月 1 日に登録

出願し、当時第 14類の「金、銀、真珠、ダイヤモンド、宝石」などを指定商品と

して、1997年 9 月 16日に登録されたものである。登録第 449233 号商標（以下「引

用商標」という。）の権利者であるフランス BONNETERIE CEVENOLE 社は、係

争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類似するとして、智慧財産局に

係争商標の登録を無効とする審判を請求した。その後、原告である原超皮衣股份

有限公司(係争商標の権利者)は、智慧財産局から「登録第 776142 号の登録を無効

とする」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起したが、不服申立

てが棄却されたため、台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法

院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似商標であると判断し、原告の請求

を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標と引用商標は、いずれも花図案、欧文字及び中国語の三段書きにより

構成されている結合商標である。花図案のデザインが類似するほか、中国語の構

成につき、文字数も、語頭の「夢」も、語尾の「嬌」も同一である。加えて、欧

文字の構成につき、最初の「MONTA」と「MONDA」も類似するので、両商標は

全体的な外観、称呼において人に与える印象が類似しており、時間と場所を異に

して両商標を離隔的に観察した場合、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあ

る。 

 

(3)本件の要点 

取引の現実において、商標が商品・役務の消費者に表わされた場合、商標構成

要素の全体が呈される。したがって、商標の類否の判断にあたっては、商標構成

要素の全体を対象にし、外観、観念又は称呼の三つの視点を考慮の上、誤認のお

それが生じるほど類似しているか否かを評価することになる。 
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事例 4：JoyJoy vs. NATURALLY JOJO 

 

 外観類似  

 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 1429 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 
 

登録番号：1082654 

第 18 類：財布、ハンドバッグ、スーツケース、登

山バッグ、ショッピングバッグなど。 

登録第 722454 号 

第 18 類：財布、ハンドバッグ、スーツケース、化

粧バッグ、ショッピングバッグなど。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(1)事件の概要  

本件登録第 1082654 号商標(以下「係争商標」という。)は、2003 年 5 月 13 日に

登録出願し、当時第 18 類の「財布、ハンドバッグ、スーツケース、登山バッグ、

ショッピングバッグ」などを指定商品として、2004年 1月 16日に登録されたもの

である。登録第 722454 号商標（以下「引用商標」という。）の権利者である貴婷

國際流行服飾有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類

似するとして、智慧財産局に係争商標の登録査定に対する異議を申立てたが、智

慧財産局は両商標が類似しないとして、貴婷國際流行服飾有限公司の主張を認め

ずに、異議不成立の審決（すなわち、登録第 1082654 号商標の商標登録が維持す

る）を下した。貴婷國際流行服飾有限公司は、当該審決を不服として訴願を提起

した。その後、訴願機関が「審決を取り消す」旨の決定を下したため、原告であ

る呉金源（係争商標の権利者）は、当該決定を不服として台北高等行政法院に行

政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類

似商標であり、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却

した。 

 

(2)実務上の判断 

引用商標と係争商標の類似性についての智慧財産局と台北高等行政法院の判断

に相違がある。 
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智慧財産局は、「係争商標は二つの「JOY」により構成されており、「JOY」に

は「喜び」との意味があり、台湾の消費者によく知られている用語である。これ

に対し、引用商標にある「JOJO」は二つの「JO」により構成されているので、両

商標は外観、観念及び称呼のいずれもが相違しており、時間と場所を異にして両

商標を離隔的に観察した場合、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない」と

して、非類似商標と認めた。 

一方、台北高等行政法院は、係争商標と引用商標を類似商標と認め、その理由

を「両商標は、同じくアルファベットの「J」と「O」を有しており、また、同一

の欧文字を重ねて構成した点も共通しているので、時間と場所を異にして両商標

を離隔的に観察した場合、外観において同一出所に由来する又は関連する商標で

あると誤認するおそれがあるから」とした。 

(3)本件の要点 

商標類似を構成するか否かについては、主観的働きが強いため、見方によって

その見解も異なる。類似を構成すると主張する場合、やはり商標図案の構成要素

を逐一解析し、構図、デザインが似ている部分を強調し主張する場合、かかる主

張も認められる可能性が高くなる。特に、消費者が商標から受ける第一印象は外

観に由来するので、二つの文字商標の外観が類似している場合、観念及び称呼が

類似していなくても、両商標の類似性を認めることができる。 

 

 

事例 5：DIGIVISION vs. DIGITALVISION 

 

 外観類似 

 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 02986 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

出願番号：091018502 

登録番号：第 188522 号 

第 42 類：電子計算機のプログラムの設計・作成又

は保守、コンピュータデータの処理など。  

登録番号：第 173253 号 

第 42 類：写真撮影サービス、電子計算機のプログ

ラムの設計・作成又は保守、コンピュータデータの

処理など。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 
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(1)事件の概要  

登録第 188522 号商標(以下「係争商標」という。)は、2002 年 5 月 10 日に登録

出願し、当時第 42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、コンピ

ュータデータの処理」などを指定役務として、2003年 12月 1日に登録されたもの

である。登録第 173253 号商標（以下、「引用商標」という。）の権利者であるイ

ギリスの GETTY IMAGES (UK) LIMITED 社は、係争商標と引用商標とは類似し、

かつ、指定役務も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録を無効とする審

判を請求した。その後、原告である祺安股份有限公司(係争商標の権利者)は、智慧

財産局から「登録第 188522 号の登録を無効とする」旨の審決書を受け、当該審決

を不服として訴願を提起したが、不服申立てが棄却されたため、台北高等行政法

院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商

標は類似商標であり、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求

を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

両商標はアルファベットの構成につき「TAL」の有無に差異があるのみで、い

ずれも「DIGI」と「VISION」を有し、時間と場所を異にして離隔的に観察した場

合、それらが与える印象も類似する。また、両商標に関わる指定役務は性質が類

似し、一般的に同一の業者によって提供されるものであるため、両商標の指定役

務も類似する。商標及び指定役務の類似の程度から考えれば、係争商標に関わる

役務は引用商標と同一又は関連性のある出所に由来するものと消費者に誤認させ

るおそれがある。 

 

(3)本件の要点 

既成語であれば、たとえ外観類似を構成していても、観念上はっきりした相違があ

れば、非類似として認められる可能性がある。本件引用商標と係争商標は、いずれも

意味を有さない欧文字であるため、外観の類否が比較のポイントとなる。両商標は語

頭及び語尾が同一であるため、外観類似とされた。 
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2.外観非類似の事例 

 

事例 6：佑爾康及び図 vs. 賀爾康 HERCOM  

 

 外観非類似 

 智慧財産法院 2011 年度行商訴字第 126 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

登録番号：第 1188641 号 

第 5 類：サプリメント、乳児用食品、乳児用粉ミル

ク、ナプキン、創傷手当て用品、医療用腕環など。  

登録番号：第 1371627 号 

第 5 類：マルチビタミン、サプリメント、乳児用食

品、乳児用粉ライスパウダーなど。  

 

 結論：非類似商標であると認められた。 

 

(1)事件の概要  

登録第 1188641 号商標(以下「係争商標」という。)は、2005年 2月 25日に登録

出願し、当時第 5類の「サプリメント、乳児用食品、乳児用粉ミルク、ナプキン、

創傷手当て用品、医療用腕環」などを指定商品として、2006 年 1 月 1 日に登録さ

れたものである。登録第 1371627 号商標（以下「引用商標」という。）の権利者

である弘安藥粧生活館有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定

商品中の一部の商品も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録を無効とす

る審判を請求した。その後、原告である佑爾康國際有限公司(係争商標の権利者)

は、智慧財産局から「登録第 1188641 号の指定商品中、一部の指定商品について

の登録を無効とする」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起した

が、不服申立てが棄却されたため、智慧財産法院に行政訴訟を提起した。智慧財

産法院は下記の理由で係争標章と引用標章は類似しないと判断して原処分を廃棄

し、智慧財産局は改めて法に従って無効審判不成立の審決（すなわち、登録第

1188641 号商標の登録が維持する）を下した。 

 

(2)実務上の判断 

両商標は、同じく中国語の「爾康」を有するものの、中国語の構成部以外に図
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形又は欧文字の構成部もあり、当該図形又は欧文字の構成部が商標全体に占める

比率は中国語の「爾康」に劣らないので、商標全体を観察すると、類似の程度は

高くない。よって、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。 

 

(3)本件の要点 

結合商標の類否については、基本的に商標全体を対象にして観察しなければな

らない。ただし、商標全体の構成につき、いわゆる「主要部分」としての存在が

あれば、すなわち、商標は全体として目に触れるものではあるものの、商品・役

務の消費者は、それぞれの商標の比較的顕著な部分に注意を向けるか、又は特徴

的な部分が印象に残るものであり、その特徴的、顕著的な部分が主要部分と認め

られれば、当該特徴的、顕著的部分が観察の対象とされることになる。本件にお

いて、智慧財産法院は商標のそれぞれの構成部を分析した上で、両商標にある中

国語を主要部とは認めず、全体的な構成に基づき、両商標は非類似商標であると

判断した。 

 

 

事例 7：今園 vs. 金園 

 

 外観非類似 

 台北高等行政法院 2007 年度訴字第 01673 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

 
登録番号：第 1130373 号 

第 43 類：飲料店、レストラン、スナックバー、喫

茶店、コーヒーショップ、軽食店など。  

登録番号：第 26007、136279 号 

旧第 42 類：飲料店、レストラン。  

 

 結論：非類似商標であると認められた。 

（「今園」と「金園」の中国語発音は同じであるが、「今」「金」はいずれもありふれた文字と認められた。） 
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(1)事件の概要  

本件登録第 1130373 号商標(以下「係争商標」という。)は、2003 年 12 月 29 日

に登録出願し、当時第 43類の「飲料店、レストラン、スナックバー、喫茶店、コ

ーヒーショップ、軽食店」などを指定役務として、2004年 12月 1日に登録された

ものである。登録第 26007、136279 号商標（以下、「引用商標」という。）の権

利者である金園排骨股份有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指

定役務も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録査定に対し異議を申立て

たが、智慧財産局は両商標が類似しないとして、金園排骨股份有限公司の主張を

認めず、異議不成立の審決（すなわち、登録第 1130373 号商標の登録が維持する）

を下した。金園排骨股份有限公司は当該審決を不服として訴願を提起した。その

後、訴願機関が両商標は類似するとして「審決を取り消す」旨の決定を下したた

め、原告である張惠卿(係争商標の権利者)は、当該決定を不服として台北高等行政

法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用

商標は非類似商標であると判断し、原告の請求を認め、訴願決定を取り消した。 

 

(2)実務上の判断 

引用商標と係争商標の類似性について、智慧財産局と台北高等行政法院が両商

標は非類似であると判断したのに対し、訴願機関は類似であると判断した。 

智慧財産局が示した見解では、係争商標と引用商標は同一の称呼を有するもの

の、両商標の最初文字の「今」と「金」は、いずれもありふれた文字で、はっき

りに区別できること、及びレストランの役務について、消費者が称呼をもって出

所を区別することは稀であることが理由とされ、一般の知識・経験を持つ消費者

が通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見たときに、誤認混同を

生じるおそれがないと判断され、非類似商標と認められた。 

一方、訴願機関は、係争商標と引用商標は、称呼及び外観が類似するとし、類

似商標と認めた。 

台北高等行政法院は、智慧財産局の見解を支持し、同一の理由で、係争商標と

引用商標は非類似商標であると認めた。 

 

(3)本件の要点 

中国語文字には同音異義字が多く存在するため、称呼よりも比較的に外観と観

念が重要視されている。したがって、中国語の商標を対比する際は、外観及び観

念の比較をより重視する傾向にある。本件係争商標と引用商標は称呼が同一であ

るものの、商標構成の最初の文字は頻繁に使用されているものであり、台湾の消

費者が簡単に両者を区別することができるとされ、非類似であると判断された。 
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3.称呼類似の事例 

 

事例 8：Lio Liang 六兩及び図 vs. LA NEW 及び牛頭図  

 

 称呼類似 

 台北高等行政法院 2007 年度訴字第 02181 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

   

登録番号：第 1169096 号 

第 25 類：靴、ブーツ。 

登録番号：第 758297 号 

第 25 類：カジュアルシューズ、革靴、スポーツシ

ューズ、靴、子供靴、スリッパ、サンダル。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

(台北高等行政法院は、智慧財産局が提出したインターネット資料により、台湾では「La new」の発音と

「六兩」の台湾語発音と類似していると認められた。 ) 

 

(1)事件の概要  

台湾 LA NEW INTERNATIONAL CORPORATION 社（以下「LA NEW 社」）は、

上記の根拠となる商標をハウスマークとして、靴などの商品に使用している。「LA 

NEW 社」は、有名な靴の製造･販売会社であり、台湾全域に 300 軒もの店舗を設

けている。「LA NEW 及び図形」商標（以下、「引用商標」）は、「LA NEW 社」

が独創・使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、既に関連事業者又は

消費者に普遍的に認知されるようになっている。「杜寶恩」（登録第 1169096 号

商標の権利者）は、2004 年 10 月 12 日に上記の係争商標「LIO LIANG 六兩 及び

図形」を第 25 類の「靴、ブーツ」を指定商品として出願し、第 1169096 号商標（以

下、「係争商標」という。）として登録された。 

「LA NEW 社」は、「すでに周知著名になっている引用商標と係争商標とは類

似し、かつ同一又は類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、

関連消費者に、両商標の商品の出所が同一である、又は同一出所のシリーズ商品

であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し異議を申し立て

た。智慧財産局は「LA NEW 社」の主張を認め、係争商標の登録を取り消した。



 

 
33 

「杜寶恩」は、同審決を不服として経済部に訴願を提起したものの、経済部は智

慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却された。これに対し、「杜寶恩」

は台北高等行政法院に訴訟を提起し、台北高等行政法院は下記の理由で、係争商

標と引用標章は類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、

原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

引用商標権利者は台湾における引用商標の使用を示す証拠を提出したのに対し、

係争商標の権利者から同商標の使用を示す資料を一切提出しなかったため、引用

商標は係争商標よりも消費者に認識されていると認められたほか、両商標の指定

商品も同一又は類似を構成している。また、係争商標「LIO LIANG 六兩 及び図

形」と引用商標「LA NEW 及び図形」とを比較すると、商標図案にある牛のデザ

インは異なるものの、引用商標の権利者が提出したインターネットの資料により、

確かに国内の消費者は「LA NEW」が台湾語(台湾の方言の一つ)の「六兩」の発音

と類似することを認識しているという事実が明らかになった。係争商標「LIO 

LIANG 六兩 及び図形」にある「六兩」と、引用商標「LA NEW 及び図形」とを

比較すると、国内の消費者に熟知されている台湾語の「六兩」の発音は、引用商

標の英語発音と極めて類似し、関連消費者が購買時に通常の注意を払った場合、

当然、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商標であると誤認す

るか、又は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、加盟関係又はその他類

似関係が存在しているかのように誤認する可能性が極めて高く、誤認混同を引き

起こすおそれがあるので、類似商標に属する。 

 

(3)本件の要点 

①現地で通用される言語の発音も称呼類似の判断根拠となり得る 

英文字と漢字など文字の種類の相違により、基本的に称呼類似として扱わないも

のの、関連資料を提出し、ある言語で通用されていることを証明し、また取引の現

実において違う種類の文字の発音が似ていることを証明することができれば、類似

商標であると認められる可能性がある。 

②英文字と台湾語も称呼類似として扱われる 

本件の場合、引用商標の権利者がインターネットにおける資料を提出し、確かに

国内の消費者は「LA NEW」が台湾語の「六兩」の発音と類似することを認識して

いることを証明したので、たとえ「LA NEW」と「六兩」とは英文字と幹事の相違

があるにしても、称呼類似として認められる。 
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事例 9：維大力 C 打 vs. 西打 SIDRA（墨色） 

 

 称呼類似 

 台北高等行政法院 2006 年度判字第 00660 号行政判決  

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 
登録番号：第 986847 号 

第 32 類：炭酸水、ソフトドリンク、フルーツジュ

ース、ミネラルウォーター、茶、ミルクティーなど  

 

登録番号：第 26913 号 

旧第 41 項ソフトドリンク類：ソフトドリンク。  

 

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(1)事件の概要  

台湾大西洋飲料股份有限公司社（以下「大西洋飲料社」）は、上記の根拠とな

る第 26913 号「西打 SIDRA」及び第 25559 号「蘋果西打 APPLE SIDRA」、第 66029

号「蘋果西打 APPLE SIDRA 及び図形」、第 66030 号「蘋果西打及び図形」商標

（以下「引用商標」）を炭酸飲料水商品に使用している。「大西洋飲料社」は、

有名な飲料製造会社であり、1966 年に引用商標の登録を取得して以来、長年継続

的かつ広範的に引用商標を使用し、また製品販売、広告宣伝のメディアの報道も

加え、「西打 SIDRA」商標は既に国内の消費者に認識されている。南亞食品工業

股份有限公司（登録第 986847 号商標の権利者、以下「南亞食品工業社」）は、飲

料、食品などの製造・販売会社であり、2001 年 8 月 21 日に登録第 23843 号「維大

力及び図形」の連合商標として、上記の係争商標「維大力 C 打」を第 32 類の「炭

酸飲料水、ジュース」などを指定商品として出願し、第 986847 号商標（以下「係

争商標」）として登録された。 

「大西洋飲料社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ類似の商品に使

用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品の出

所が同一であるか又は同一出所のシリーズ商品であるかのように誤認させるおそ

れがある」と主張して、係争商標に対し無効審判を請求した。しかし、智慧財産

局は「大西洋飲料社」の主張を認めず、登録維持の決定をした。「大西洋飲料社」
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は審決を不服として経済部に訴願を提起したものの、経済部は智慧財産局の審決

を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これに対し、「大西洋飲料社」は同訴願

決定を不服として行政訴訟を提起し、台北高等行政法院及び最高行政法院はいず

れも下記の理由で係争標章と引用標章は類似すると判断して原処分を取り消し、

智慧財産局に差し戻され、再審理を行った結果、係争商標の登録取消という審決

を下した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標「維大力 C 打」は、登録第 23843 号「維大力及び図形」の連合商標で

あり、両商標のいずれも「維大力」という文字があるので、係争商標の主要部は

「C 打」にあると認められる。係争商標の主要部である「C 打」と引用商標「西

打 SIDRA」とを比較対照すると、同一の「打」があるほか、「C」と「西」は称

呼において類似し、また両商標の指定商品も同一又は類似するため、一般の知識

経験を持つ消費者が購買時に通常用いる程度の注意を払って購買する場合は、商

品の出所につき誤認混同を生じる可能性がある。よって、両商標の並存登録及び

使用は、消費者に、両商標の商品の成分、製造過程、風味などに関連性があり、

又は両商標の使用者間に関連会社、使用許諾関係、加盟関係その他類似関係が存

在していると誤認させる可能性が高く、類似商標に該当し、誤認混同を引き起こ

すおそれがあると認められる。 

 

(3)本件の要点 

①連合商標の主要部は基本商標と同じ要素を取り除いた部分にある(連合商標制度

は法改正により廃止された) 

②アルファベットと漢字の組み合わせであっても、漢字と称呼類似として扱われ

る可能性がある 

「維大力 C 打」と「西打 SIDRA」とを全体的に対比すると、語頭の「維大力」

の有無により外観上差異があると見られるものの、係争商標「維大力 C 打」は、

登録第 23843 号「維大力及び図形」の連合商標であるため、主要部は「C 打」で

あると認められ、これを「西打」と比較対照すれば、両商標の称呼は類似を構成

するので、類似商標に属すると認められた。 
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事例 10：SOPHIA vs. 蘇菲亞 

 

  称呼類似 

 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 2888 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 
 

登録番号：第 180247 号 

第 41 類：撮影、ビデオ撮影、マイクロフィルム撮

影。  

登録番号：第 63424 号 

旧サービス第 9 類：ブライダルメイクアップ、ドレ

スのレンタル、撮影サービス。  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(1)事件の概要  

台湾蘇菲雅婚紗攝影有限公司社（以下「蘇菲雅社」）は、上記の根拠となる商

標「蘇菲亞」（以下「引用商標」）を化粧、ドレスの貸与及び写真撮影の提供サ

ービスに使用している。「李政全」（登録第 180247 号商標の権利者）は、2002

年 5 月 27 日に上記の係争商標「SOPHIA」を第 40 類の「写真撮影、ビデオテープ

への収録、マイクロフイルムへの撮影」を指定商品として出願し、第 180247 号商

標（以下「係争商標」）として登録された。 

「蘇菲雅社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ同一又は類似の役務

に使用されるので、消費者が購買時に通常の注意を払った場合、係争商標と引用

商標とが同一出所に由来する関連役務であると誤認するおそれがある」と主張し

て、係争商標に対し無効審判を請求した。智慧財産局は「蘇菲雅社」の主張を認

め、係争商標の登録を無効とされた。「李政全」は審決を不服として、経済部に

訴願を提起したものの、経済部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを

棄却した。これに対し、「李政全」は台北高等行政法院に訴訟を提起したが、台

北高等行政法院及び最高行政法院はいずれも下記の理由で係争標章と引用標章は

類似すると判断し、原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標「SOPHIA」は、頻繁に使用されている女性の名前であり、台湾におい

てよく「蘇菲亞」という中国語に音訳されている。よって、係争商標「SOPHIA」

と引用商標「蘇菲亞」とを比較対照すると、外観上文字の種類の相違により、似
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ていないものの、観念が似ているほか、称呼においても非常に類似するので、両

商標は類似商標に該当すると認められる。また、係争商標の権利者である「李政

全」は、「蘇菲亞婚紗社」の営業担当者であり、引用商標の権利者との間に雇用

関係があることにより、請求人の登録商標の存在を知っているのに、悪意をもっ

て引用商標と類似する「SOPHIA」商標をもって、同一又は類似の役務に登録出願

したことも証明された。係争商標と引用商標は、類似の度合いが高く、一般の知

識経験を持つ消費者が役務を利用する時に通常用いる程度の注意を払って役務を

利用する場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ役務である

と誤認する可能性が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められ

た。 

 

(3)本件の要点 

取引の現実において英文字の対応漢字が存在し、よく使われる場合、英文字と漢

字とは観念・称呼類似として扱われる可能性がある 

係争商標「SOPHIA」と「蘇菲亞」とは英文字と漢字の相違があり、外観上区別

することができ、且つ、通常、英文字と漢字とは称呼類似として扱われないもの

の、「SOPHIA」は中国語に音訳された場合、よく「蘇菲亞」と訳されるので、両

者は称呼及び観念において類似するものであると認められ、誤認混同を生じさせ

るおそれがあるとして、「SOPHIA」の登録が無効とされた。 

 

 

4.観念類似の事例 

 

事例 11：BLUE HAND vs. 藍手及び図 UCC  

 

 観念類似  

 最高行政法院 2003 年度判字第 873 号行政判決  

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

登録番号：第 655076 号 

旧第 3 類：塗料、ワニス、耐酸性塗料、耐熱塗料、

木材防腐塗料など。  

登録番号：第 400566 号 

旧第 3 類：漆、塗料  

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 
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(1)事件の概要  

台湾力達國際貿易有限公司社（以下「台湾力達社」）は、根拠となる「藍手」

商標（以下「引用商標」）を漆、塗料に使用している。「雙禾有限公司 」（登録

第 655076 号商標の権利者。以下「雙禾社」）は、1994 年 3 月 4 日に上記の係争商

標「BLUE HAND」を旧第 3 類の「塗料、ワニス、耐酸性塗料、耐熱塗料、木材防

腐塗料」などを指定商品として出願し、第 655076 号商標（以下「係争商標」）と

して登録された。 

「台湾力達社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ、同一又は類似の

商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の

商品の出所が同一であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対

し無効審判を請求した。智慧財産局は「台湾力達社」の主張を認め、係争商標の

登録を無効とされたが、「雙禾社」は審決を不服として、経済部に訴願を提起し

た。しかし、経済部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。

これに対し「雙禾社」は訴願棄却の決定を不服として、台北高等行政法院に訴訟

を提起したが、台北高等行政法院及び最高行政法院は、いずれも下記の理由で係

争標章と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標は、単に英語の「BLUE」と「HAND」により構成されたもので、この

二語により構成された「BLUE HAND」の全体は特定の意味を有せず、台湾の消費

者が「BLUE HAND」を見れば、直ちにこれを中国語の「藍手」と直訳することが

できるので、両商標は観念において類似を構成する。また、両商標の指定商品も

同一又は類似するため、一般の知識経験を持つ消費者が購買時に通常用いる程度

の注意を払って購買する場合は、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシ

リーズ商品であると誤認するおそれがある。また、係争商標の権利者が提出した

使用証拠資料は、引用商標の権利者が無効審判を請求した日より後のものである

ので、当該資料では、係争商標と引用商標の長年の併存使用により関連消費者に

誤認混同を引き起こすおそれがないことを証明できない。よって、両商標は類似

を構成し、両者の並存登録及び使用は、消費者に誤認混同を生じさせるおそれが

あると認められた。 

 

(3)本件の要点 

英文字には特定の意味を有しない場合、それを直訳した漢字と類似扱いされる可

能性がある 

「BLUE HAND」の全体は特定の意味がなく、消費者が「BLUE HAND」を見れ

ば、直ちにこれを中国語の「藍手」と直訳することができるので、全体的な観念
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において係争商標と引用商標は類似し、類似商標に該当する。また、係争商標の

権利者より両商標がマーケットにおいて並存していることを示す証拠資料を提出

したが、同証拠資料はいずれも無効審判が請求された後のもので、両者の商標が

並存登録しても誤認混同を生じさせるおそれがないという主張は受け入れられな

かった。 

 

(4)留意点 

たとえ商標が類似であると認められたとしても、マーケットにおいて両方の商

標が並存し、一般消費者が誤認混同を生じさせるおそれがないことを証明できれ

ば、並存登録は認められる可能性がある。ただし、証拠資料を提出する場合、審

判請求日又は異議申立日よりも以前両方の商標が並存していることを示す証拠資

料を提出しなければならない。 

 

 

事例 12：寶貝史奴比及び図 vs. 史努比（墨色） 

 

 観念類似 

 智慧財産法院 2009 年度行商訴字第 152 号 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

 

 
登録第 1254059 号 

第 5 類：動物用洗浄剤（薬剤に属するものに限る）  

登録第 248610, 248609 号 

旧第 48 類：靴、ブーツ  

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(1)事件の概要  

「SNOOPY」はアメリカの漫画家チャールズ・モンロー・シュルツが 1950 年か

ら書き始めた漫画「ピーナッツ」に登場するキャラクターの名前であり、アメリ

カ UNITED FEATURE SYNDICATE, INC. 社（以下、「UNITED FEATURE 社」と

いう。）は、「SNOOPY」などの図案を商標として使用し、同商標は多くの国で
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登録されている。また、台湾においては、「SNOOPY」の対応中国語である「史

努比」「史諾比」も商標（以下、「引用商標」という。）として登録され、長年

にわたり継続的かつ広範的に引用商標を使用し、また製品販売、広告宣伝のメデ

ィアの報道も加え、「史努比」「史諾比」商標は既に国内の消費者に認識されて

いる。台灣嬌娃有限公司社（以下、「嬌娃社」という。登録第 1254059 号商標の

権利者。）は、1983 年 11 月 3 日に上記の係争商標「寶貝史奴比及び図形」を第 5

類の「動物用洗浄剤（薬剤に属するものに限る）」を指定商品として出願し、第

1254059 号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。 

「UNITED FEATURE 社」は、「係争商標は周知著名になっている引用商標と類

似し、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品は同一出所の

シリーズ商品であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し異

議を申し立てた。智慧財産局は「UNITED FEATURE 社」の主張を認め、係争商標

の登録を取り消した。「嬌娃社」は審決を不服として、経済部に訴願を提起した

ものの、経済部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これ

に対し、「嬌娃社」は智慧財産法院に訴訟を提起したが、智慧財産法院は下記の

理由で係争商標と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標「寶貝史奴比及び図形」にある「寶貝」はよく使われる識別力の弱い

用語であるため、商標の主要部は「史奴比」である。「史奴比」又は「史努比」

という文字の組合せは、ユニークで固有の意味がなく、チャールズ・モンロー・

シュルツが独創したキャラクター「SNOOPY」の音訳としてよく知られており、

「SNOOPY」というキャラクターが存在しなければ、「史奴比」又は「史努比」

という組み合わせの中国語も存在しない。消費者は、「史奴比」又は「史努比」

という組合せを見れば、直ちにこれが「SNOOPY」であると容易に連想すること

ができる。引用商標は、独創的な商標であり、既に消費者に広く認知され著名商

標になっている。係争商標の知名度について、係争商標の権利者は使用証拠資料

を提出したものの、当該資料からは係争商標が関連消費者に認識されていること

を証明することができないので、知名度の高い引用商標の方が係争商標よりも消

費者に認識されていると認められる。係争商標と引用商標とは類似商標に属し、

その並存は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められる。 

 

 

(3)本件の要点 

英文字の対応漢字として使用し、既に周知著名になっている場合、その他称呼類

似の漢字商標の登録・使用を阻止できる 
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台湾消費者に熟知されている「史奴比」又は「史努比」という中国語は、チャ

ールズ・モンロー・シュルツが独創したキャラクター「SNOOPY」の音訳である

ので、周知の「SNOOPY」と係争商標とは類似商標に該当し、その併存は、消費

者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(4)留意点 

台湾国内においては英文字も通用されているものの、一般消費者に馴染まれて

いるのはやはり漢字である。したがって、商取引においては、英文字以外に、漢

字商標を使用する必要もあり、そのとき、英文字商標の対応漢字商標を選定し、

英文字商標を使用すると同時に、漢字商標も使用し、漢字商標の周知著名性を築

くことができれば、他人による称呼類似の漢字商標の使用、登録を阻止すること

は可能。 

 

 

5.周知性による商標類似の事例 

 

事例 13：三井選品 mitsui style 及び図 vs. 三井農林 Mitsui Norin、三井住友、三井銘

茶 Mitsui Green Tea  

 

 周知著名性と商標の類似 

 智慧財産法院 2011 年度行商訴字第 145 号行政判決  

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

 

出願第 096041979 号 

拒絶査定：核駁第 0330708 号 

各種の食品、飲料、生鮮食品、魚介類の輸出入に関

する事務の代理又は代行  

登録第 785530、789117、795891、796862、797442、

800442、806750、97461 、98640 号など 20 件あ

まり鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航空、

化学、エネルギー、食品、金融、物流などの広範的

な分野 

 

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 
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(1)事件の概要  

日本の三井物産株式会社（以下、「三井物産社」という。）は、上記の根拠と

なる「三井農林 Mitsui Norin」「三井住友」「三井銘茶 Mitsui Green Tea」などの商

標（以下、「引用商標」という。）を鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航

空、化学、エネルギー、食品、金融、物流などに使用している。台湾三井選品有

限公司社（以下、「三井選品社」という。）は、2007 年 8 月 31 日に、上記の係争

商標「三井選品 mitsui style 及び図形」（以下「係争商標」という。）を第 35 類

の「各種の食品、飲料、生鮮食品、魚介類の輸出入に関する事務の代理又は代行」

を指定役務として出願したところ、智慧財産局にて審理し、係争商標が上記引用

商標と類似し、かつ同一又は類似の役務に使用されるので、消費者が購買時に通

常の注意を払った場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商

品であると誤認されるおそれがあると認め、係争商標の出願を拒絶した。「三井

選品社」は拒絶査定を不服とし、経済部に訴願を提起したものの、経済部は智慧

財産局の審決を維持し、当該訴願を棄却した。これに対し、「三井選品社」は智

慧財産法院に行政訴訟を提起したが、智慧財産法院は下記の理由で係争商標と引

用商標は類似商標であると判断し、原告の請求を棄却した。そこで、「三井選品

社」は最高行政法院に上告したが、最高行政法院は当該上告を不適法と認め、原

告の上告を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標「三井選品 mitsui style 及び図形」にある「選品」「style」は、それぞ

れ「厳選の商品」「様式」を意味する識別力の弱いものに該当し、また、引用商

標「三井農林 Mitsui Norin」「三井住友」「三井銘茶 Mitsui Green Tea」にある「農

林 Norin」「住友」「Green Tea」も、指定商品・役務の性質、効能を表す記述的な

名称として認識されやすい。このように、両商標の主要部である「三井」又は「三

井 Mitsui」が全く同一であるため、両商標は同一シリーズの商標であるという印

象を与え、両商標は類似を構成し、同二商標の使用をする商品が同一出所に由来

するシリーズ商品であると誤認されるおそれがあると認められた。 

また、引用商標の権利者である日本の三井物産株式会社は、日本における有名

な企業であり、会社名称の主要部である「三井」又は「Mitsui」をハウスマークと

して、鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航空、化学、エネルギー、食品、

金融、物流など、各種事業を多角的に展開し、既に関連事業者又は消費者に広く

認知され、著名商標になっている。異議人の営業項目は多岐にわたり、多くの商

品及び役務について「三井」又は「Mitsui」商標を使用していることから考えれば、



 

 
43 

係争商標と引用商標との併存は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、加

盟関係若しくはその他の類似関係が存在しているかのように誤認する可能性が極

めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。 

 

(3)本件の要点 

周知著名になればなるほど、その保護範囲も広くなり、たとえ商品・役務が異な

っていても、手厚く保護を受けられる 

係争商標と引用商標の主要部である「三井」又は「三井 Mitsui」が全く同一で

あるため、両商標が同一シリーズの商標であるという印象を与えるので、類似商

標に該当する。また、引用商標は多岐にわたり使用されていることにより、既に

周知著名となつているので、他人が類似の商標をもって類似の商品・役務にしよ

うする場合、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められやすいものである。 

 

 

事例 14：MacCandy vs. MCDONALD'S、麥克唐納氏公司標誌（墨色）、McChicken、

MCPIZZA、McBURGER、Mc Design、McRib  

 

 周知著名性と商標の類似 

 台北高等行政法院 2006 年度訴字第 781 号行政判決 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 
(「Candy」につき権利不要求) 

 
 

登録番号：第 1042314 号 

第 30 類：キャンディー、チョコレート、ビスケッ

トなど。  

登録番号：第 154467、116459、299859、325412、

410235、485668、503691 号。 

第 30 類：ハンバーガー、サンドイッチ、お菓子、

クッキー、パン、ケーキ、フライドポテトなど。 

第 43 類：レストランなど。  

 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

(1)事件の概要  

アメリカ MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. 社

（以下、「MCDONALD'S 社」という。）は、上記の根拠となる商標をハンバーガ

ー、サンドイッチ、お菓子、クッキー、パンなどの商品に使用している。
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「MCDONALD'S 社」は、有名なファストフードを経営しており、上記の根拠とな

る「Mc」「MCDONALD'S」などの商標（以下、「引用商標」という）は、「MCDONALD'S

社」が独創し使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、既に関連事業者

又は消費者に普遍的に認知されるようになっている。シンガポール「FUTURE 

ENTERPRISES PTE LTD. 」社（登録第 1042314 号商標の権利者）は、2003 年 2

月 1 日に上記の係争商標「MacCandy」を第 30 類の「キャンデー、クッキー」を

指定商品として出願し、第 1042314 号商標（以下、「係争商標」という。）とし

て登録された。 

「MCDONALD'S 社」は、「係争商標は周知著名になっている引用商標と類似し、

かつ、同一又は類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関

連消費者に、両商標の商品が同一出所のシリーズ商品であると誤認させるおそれ

がある」と主張して、係争商標に対し異議を申し立てたが、智慧財産局は

「MCDONALD'S 社」の主張を認めず、係争商標の登録維持の決定をした。そこで

「MCDONALD'S 社」は審決を不服として、経済部に訴願を提起したものの、経済

部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てが棄却された。これに対し、

「MCDONALD'S 社」は同訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、台北高等行政

法院は下記の理由で係争商標と引用商標は類似商標であると判断し、原処分を取

り消し、智慧財産局に差し戻され、再審理が行われた結果、係争商標の登録取消

の審決がくだされた。 

 

(2)実務上の判断 

係争商標「MacCandy」にある「Candy」は識別力のないものであるので、主要

部分は「Mac」であり、これと引用商標「Mc」又は「Mc」を含む商標とを比較対

照すると、語中の「a」の有無に差異があるのみで、称呼においても極めて類似し、

また両商標の指定商品も同一又は類似しているため、類似を構成し、関連消費者

が購買時に通常の注意を払った場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来す

るシリーズ商品であると誤認する可能性が高く、誤認混同を引き起こすおそれが

あると認められた。 

また、引用商標の権利者である「MCDONALD'S 社」は、ハンバーガー、フライ

ドポテト販売会社であり、同社が創立されて以来、長期にわたり「MCDONALD'S」

「麥當勞」「M マーク」商標をもって同社の信用及び商品・役務を表しており、

かつ、広く宣伝しているため、既に関連事業者又は消費者に広く認知され著名商

標になっている。また、同社は「Mc」商標をはじめ、「MCPIZZA」「McChicken」

「McBurger」などのシリーズ商標も登録している。よって、係争商標と引用商標

とは類似商標を構成し、その併存は一般の消費者に、両商標の出所が同一である

との誤解を容易に引き起こし、又は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、
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加盟関係若しくはその他の類似関係が存在しているかのように誤認させる可能性

が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。 

 

(3)本件の要点 

共通の構成要素を持つシリーズ商標を使用し、周知著名性を構築することができ

れば、その共通の構成要素だけが真似されても、類似を構成し、誤認混同を生じ

させるおそれがあると認められる。 

 

係争商標と引用商標の主要部である「Mac」と「Mc」が類似するほか、引用商

標は既に著名商標になっており、周知著名の引用商標と係争商標との併存は、消

費者に両商標を使用する商品が同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認さ

れるおそれがあると認められた。 

 

 

事例 15：雞設計図 vs. CHICKY Character Design、CHICKY Character Design#1 

 

 周知著名性と商標の類似  

 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 21 号行政判決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

 

 

登録番号：第 193600 号 

第 43 類：飲食店、レストラン、スナックバー、

レストラン、コーヒーショップなど。  

 

登録番号：第 80442、870752、877161、905816 号 

第 43 類：レストラン、スナックバーなど。 

第 30 類：チキンサンドイッチ、ビスケット、ポッ

プコーン、調味料、ロールケーキ、パン、ケーキ、

お菓子、蜂蜜、酵母など。 

第 28 類：おもちゃ。 

第 16 類：紙ナプキン、紙のテーブルクロス、紙ハ

ンカチ、ステッカー、紙袋、印刷物、書籍、ペン、

鉛筆、包装紙など。 

 結論：類似商標に属すると認められた。  
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(1)事件の概要 

 

米 KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC 社（以下、

「KENTUCKY 社」という。）は、1952 年に創立され、多くの国でフライドチキ

ンを主力商品としたファストフードチェーン店を運営する有名な企業で、台湾全

域に 120 軒もの店舗を設けている。1969 年から、上記の根拠となる第 80442 号、

第 870752 号、第 877161 号及び 905816 号「CHICKY Character Design」商標（以下、

「引用商標」という。）がレストラン、スナックバーなどの役務のほか、チキン

サンドイッチ、ビスケット、おもちゃ、紙ナプキン、紙のテーブルクロスなどの

商品に使用され、1969 年から引用商標が次々と登録されている。引用商標は

「KENTUCKY 社」が独創し使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、海

外でも、国内でも、既に関連事業者又は消費者に普遍的に認知されるようになっ

ている。「吮指王咔拉脆雞股份有限公司」（以下、「吮指王社」という。）は、

上記の「鶏設計図」を第 43 類の「飲食店、レストラン」を指定役務として出願し、

2003 年 12 月 1 日に第 193600 号商標（以下、「係争商標」という。）として登録

された。 

 

「KENTUCKY 社」は、引用商標は周知著名の標章であり、上記の両標章は類似

し、かつ類似の役務に使用され、誤認混同を引き起こすおそれがあると主張して、

係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は「KENTUCKY 社」の主張を認め、

係争商標の登録を取消した。「吮指王社」は審決を不服として、経済部に訴願を

提起したものの、経済部は智慧財産局の審決を維持し、同訴願申立てを棄却した。

これに対し、「吮指王社」は台北高等行政法院に訴訟を提起したが、台北高等行

政法院及び最高行政法院はいずれも、下記の理由で係争標章と引用標章は類似す

ると判断し、原告の請求を棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

 

まず、商標の図案から考えると、係争商標と引用商標とを比較した場合、同じ

く鶏を擬人化したデザインのように見え、僅かに引用商標の鶏が半ズボンと靴を

履いていることで差異があるのみで、鶏冠、目付き、口を開いている状態、顔の

表情、ネクタイを締めていること、又は翼のデザインなどが酷似しているため、

外観類似を構成すると判断できる。また、係争商標の指定役務と引用商標の指定

商品・役務とは、同一又は類似関係を有しており、一般の市場取引において、出

所が同一である、又は同一ではないが出所の間に関係があるとの誤認を容易に消

費者に生じさせるおそれがあるので、誤認混同を生じさせるおそれがあると認め

られた。 
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係争商標と引用商標の知名度については、引用商標の権利者が使用証拠資料を

提出し、これにより、引用商標が関連消費者に広く知られていることを証明する

ことができるので、引用商標の方が知名度の高く、係争商標よりも消費者に認識

されていると認められる。関連消費者は引用商標しか熟知していないので、引用

商標に対しより手厚い保護を与えるべきである。 

 

(3)本件の要点 

 

不正競争防止法との競合：商標法を優先的に適用する。 

 

台湾の取引秩序に影響を与える不正競争行為の禁止については、主に「公平交

易法」（日本の不正競争防止法に相当する）に規定されている。本件について、

「KENTUCKY 社」が「吮指王社」を相手取って公平交易委員会に対し不正競争行

為を行うとして摘発したところ、公平交易委員会は、「吮指王社」が係争商標を

使用したことは、他人の信用、努力にただ乗りし、取引き秩序に影響を与え、欺

瞞的な又は明らかに公正でない行為に該当すると認めたものの（公平交易法第 24

条）、時間と場所を異にして離隔的観察を行った場合、係争商標と引用商標とは

消費者の誤認混同を生じさせることはないと認めた（公平交易法第 20 条第 1 項第

1 号）。「吮指王社」はその公平交易委員会の決定をもって商標異議申立において

類似性につき反論したが、台北高等行政法院及び最高行政法院は、公平交易法と

商標法の構成要件が全く同一とは言えないので、異議申立において商標類否の判

断に際し、当該公平交易委員会の決定により拘束を受けないと示した。 

 

(4)留意点 

 

周知著名商標の保護については、商標法と公平交易法にはそれぞれ関連の規定

がおかれているが、商標法の関連規定によれば、誤認混同を生じさせるおそれが

あればよく、実際に誤認混同が生じているかを問わないのに対し、公平交易法の

関連規定によれば、現実に誤認混同を生じさせることがなければ、適用を受けら

れない。このような法的構成要件の相違があることから、公平交易法第 20 条の適

用を主張するとき、周知著名性を証明できる証拠資料を多く提出できなければ、

認められない可能性がある。これに対し、智慧財産局が周知著名性を審理すると

き、柔軟に対応しているため、公平交易委員会よりも、周知著名性の主張が認め

られる可能性は高くある。一方、類似商標が登録されただけでなく、カタログ、

チラシ、店のレイアウトなどまで真似された場合、商標法に基づき、異議申立又

は無効審判を起こして対応するほか、公平交易法第 20 条、第 24 条に基づき、こ

のような不正競争行為の差し止めを請求すること方法がある。 
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事例 16：家和開發有限公司標章 vs. Monogram Double C Device、CC MONOGRAM 

(BI-COLOURED)、CC Monogram without Circle、MONOGRAMME（墨色） 

 

 周知性と商標の類似  

 経済部 2006 年経訴字第 09506180680 号決定  

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

  

登録番号：第 1157280 号 

第 14, 18. 24, 25 類ファション類商品。  

登録番号：第 62887、626580、345706、628536、

634813、97526、150024、97390、97957、97961、

209286、852453、222738、510659 号ファション

類商品。  

結論：類似商標に属すると認められた。  

 

(1)事件の概要 

 

スイス系 CHANEL SARL 社（以下、「CHANEL 社」という。）は、宝飾品や被

服等のファッション業界において著名なメーカーである。「CHANEL 社」は、上

記の根拠となる第 62887 号、第 626580 号、第 345706 号などの「Monogram Double 

C Device」商標（以下、「引用商標」という。）を服、靴、帽子、ハンドバッグ、

アクセサリー、香水などの商品に使用し、1970 年代から次々と登録された。引用

商標は世界の超一流品ブランドとして高い信用を築き、世界中で極めて高い知名

度を有している。一方、「家和開發有限公司」（以下、「家和開發社」という。）

は、上記の「家和開發有限公司標章」を鞄、服、アクセサリーなどの商品を指定

して出願し、2005 年 6 月 1 日に第 1157280 号商標（以下、「係争商標」という。）

として登録された。 

「CHANEL 社」は、周知著名になっている引用商標と係争商標とは類似し、両

商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の使用をする商品の出所が同

一であると誤認させ、又は著名商標の識別力、信用を損なうおそれがあると主張

して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は両商標が類似関係を構成

しないとして、「CHANEL 社」の主張を認めずに、異議不成立の審決を下した。

その後、「CHANEL 社」は異議申立ての審決を不服とし、経済部に不服申立ての
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訴願を提起したところ、異議申立の審決が廃棄され、智慧財産局にて再審理した

結果、係争商標の登録の取消という審決を下した。 

 

(2)実務上の判断 

 

引用商標と係争商標の類似性について、智慧財産局と経済部の判断が相違した。 

まず、智慧財産局が示した見解では、係争商標と引用商標はいずれもアルファベ

ット「C」を含むが、係争商標には菱形が加えられたことや、2 つの「C」状図形が

交叉されていないことで、全体の外観、構図又は意匠のいずれもはっきりと区別す

ることができ、異なるイメージが生じていることから、非類似商標と認められた。 

一方、智慧財産局の上級機関である経済部は、訴願決定書において、係争商標と

引用商標は類似商標と認めた。その理由は、両商標は、同じく二つのアルファベッ

トの「C」を左右対称にしていることや、背中合わせにして連結していることなど、

全体的な外観、構図又はデザインからみれば、共通した点が多く見られること、さ

らに、係争商標はただ菱形が加えられ、「C」を交差させていないだけなので、時

間と場所を異にして両商標を離隔的に観察した場合、外観において誤認混同するお

それがあり、同一出所に由来するシリーズ商標であると誤認する可能性が極めて高

いためである。 

 

(3)本件の要点 

 

商標の類否判断：「離隔的観察（時間と場所を異にして商標を離隔的に観察）」 

 

商標の類似を判断する一つの重要な原則は、時間と場所を異にして商標を離隔的

に観察することである。消費者が商品・役務を選択して購入するとき、引用商標と

係争商標を持参し並べて対比するわけではなく、また対比する両商標が常に近接し

た場所で使用されるとも限らない。また、消費者の印象において、細部の差異が識

別機能を発揮するのは難しいため、商標が類似するか否かを判断する際は、細部の

差異に着目する必要はない。時間と場所を異にして離隔的に観察した結果、類似関

係を構成し、出所の混同を生じさせるおそれがあれば、類似商標と認められる可能

性がある。 

 

(4)留意点 

 

実務上、周知著名になればなるほど、手厚い保護を与える必要があると認められ、

類否判断を行われる際、周知著名でない商標よりも、その類似性の範囲は広くなり、

類似性の主張が認められる可能性も高くなる。よって、他人による類似商標の登録

を阻止するため、類似性を主張するほか、根拠とする商標の周知著名性を証明でき



 

 
50 

る証拠資料も多ければ多いほど提出したほうが望ましい。証拠資料といえば、台湾

において根拠とする商標を使用する商品・役務の販売実績を示す領収書、インボイ

スなどのほか、台湾の新聞雑誌における宣伝広告を提出すれば有効である。 

 

 

事例 17：Nii、Hii vs. Wii 

 

● 周知性と商標の類似  

● 智慧財産法院 2010 年度行商訴字第 2 号行政判決 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 
 

出願番号：第 098880040 号 

登録番号：第 1435674 号 

第 41 類：インターネットによるミュージック 

の提供。 

（「中心」について権利不要求） 

登録番号：第 146055 号 

第 41 類：カラオケの提供。 

（「KTV」について権利不要求） 

 

結論：非類似商標であると認められた。 

(係争商標「 」は「 」の後願で登録を受けた。) 

 

(1)事件の概要 

 

台湾威秀影城股份有限公司（以下、「威秀影城社」という。）は、2008 年 7 月

23 日に「威秀中心及び図」（以下、「係争商標」という。）をもって、第 41 類「イ

ンターネットによるミュージックの提供」を指定役務として出願し、智慧財産局

にて審理されたところ、上記の根拠となる商標登録第 146055 号「威秀 WE SHOW 

及び図 KTV」（以下、「引用商標」という。）が引用され、両商標は外観におい

て同一の「威秀」を有するほか、類似の役務に使用されるので、消費者に同一又

は関係のある出所に由来する商標と誤認されやすいと認められ、係争商標の出願

の登録を拒絶された。「威秀影城社」は拒絶査定を不服とし、経済部に訴願を提

起したものの、経済部は智慧財産局の審決を維持し、同訴願を棄却した。これに
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対し、「威秀影城社」は智慧財産法院に行政訴訟を提起した結果、智慧財産法院

は下記の理由で係争商標と引用商標は非類似商標に属すると判断し、拒絶査定及

び訴願決定を廃棄した。 

 

(2)実務上の判断 

 

係争商標と引用商標はそれぞれ「中心」「KTV」につき権利不要求をし、主要

部は文字の「威秀」及び図形であると認識されるが、両商標を比較対照した場合、

係争商標にある図形は V 字型で、「威秀」の英訳（「VIE SHOW」）頭文字「V」

及び「W」が重なり合い、周囲にぼかしのかかった放射状の図形のように見える。

また、それぞれ緑、青、黄及び赤の配色となるようにしており、図形の下部には

「KTV」の文字がない。それに対し、引用商標にある図形は逆 U 字型のアーチ門

のように見え、主な色合いはオレンジである。なお、ほかにも子ライオンの図案、

黄色で描かれた「威秀」、及び赤地に白抜きの「KTV」文字、「威秀」の英訳「WE 

SHOW」等を配している。係争商標と引用商標の構成は、同じ「威秀」文字があ

るのみで、意匠、外観、色の配置、字体のいずれにおいても明らかに差異を有す

るので、両商標を異なる時間、場所で離隔的観察を行った場合、関連消費者は全

体的に区別することができ、類似を構成しないと認められた。 

それに加え、「威秀影城社」は長年に亘り映画館の経営に従事し、台湾各地に

営業所を設けている。大々的な宣伝広告、販売活動等に「威秀」「華納威秀」「華

納威秀影城」を使用した結果、係争商標の出願日である 2008 年 7 月 23 日よりも

前には、請求人の取扱にかかる役務を示す商標として広く認識されていたので、

引用商標とは関連役務の出所について消費者に誤認混同を生じさせることはない。

ちなみに、係争商標が一定程度の周知著名性を有していることからみれば、「威

秀影城社」は経営を多角化していなくても、又は出願の際に指定した「カラオケ」

役務が映画に関連する役務でなくても、消費者に係争商標と引用商標の役務が同

一の出所によるものと誤認することはないと判断される。 

 

(3)本件の要点 

 

①周知著名性を有する商標の保護 

係争商標は、国内において広く使用されている証拠資料を提出し、国内消費者

が当該商標の存在を普遍的に認知し得ることを証明したので、周知著名性を有す

ると判断された。現行実務では、周知著名性を有する商標は、ある程度消費者に

熟知されているので、取扱商品又は役務の出所を表示する機能を発揮することに

より、他人の商品・役務と区別することができ、一般商標（引用商標）よりも手

厚い保護を与えなければならないと認められた。 

 

②商標の類否判断：「全体観察」「離隔的観察」 

商標が商品・役務の関連消費者の目に触れる際には、その全体が目に触れるの

で、商標の類似性の判断は、商標の構成全体が一体として、出所表示機能を発揮

http://shohyo.shinketsu.jp/decision-word/tm/%8E%FC%92m%90%AB/page0.html
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するか否かという全体観察を行わなければならない。係争商標と引用商標を全体

的に観察すれば、僅かに「威秀」が同一であるだけで、外観、構図、配色のいず

れも明らかに相違していることが分かる。 

また、消費者は、過去に購入又は利用した経験のほか、広告・宣伝で知った記

憶を手掛かりに商品・サービスを選択するので、商標の類似性を判断する場合、

時と場所を異にして観察することがよくある。係争商標と引用商標とを離隔的観

察を行えば、係争商標は識別力がより強いので、関連消費者が通常用いる程度の

注意を払えば、両商標を区別できると判断された。 

 

(4)留意点 

 

商標類否を判断する際、「全体観察」か「離隔的観察」のどちらを適用すべき

かについて、審査官や裁判官の見解によりばらつきがあり、一概には言えない。

したがって、類否を主張するとき、やはり自分に対し有利になるような部分を強

調し主張すれば、認められる可能性もたかくなる。特に、現実に両方の商標が共

存している場合、かかる共存事実を示す証拠(逆の場合、消費者や利用者から誤認

を生じたクレームや苦情があれば、その事実を提出する)を非類似(類似)の裏づけ

として提出することができる。 

 

6.周知性による商標非類似の事例 

 

事例 18：威秀中心及び図 vs. 威秀 WE SHOW 及び図 KTV 

 

 周知著名性と商標の類似 

 智慧財産局 2008 年中台異字第 G00970200, G00970201 号審決 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

  
 

登録第 1289659 号「Nii」 

登録第 1289658 号「Hii」 

第 9 類：コンピューターの液晶表示ディスプレ

ー、デジタルカメラ、ビデオテープレコーダー

(VTR)、カラオケ、ノートブックコンピューター

など。  

登録第 1307062 号「Wii」など 

第９類：コンピューター、記憶媒体、ゲームソフ

トウェア、コンピュータープログラムなど。  

結論：類似商標に属すると認められた。  
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(1)事件の概要 

 

日本 NINTENDO CO., LTD.社（以下、「NINTENDO 社」という。）は、1947 年

に創立された日本の企業であり、日本のみならず、世界でも名を馳せるゲーム機

及びゲームソフトの研究開発企業でもある。1980 年代にドンキーコングやスーパ

ーマリオブラザーズシリーズなどによりゲーム業界で不動の地位を築き、消費者

に愛用されているゲーム商品のうち、特に、「Wii」が大変な話題を呼んで人気を

集め、世界中のゲームプレイヤーを魅了した。「Wii」を発売してから、世界中で、

先を争って購入するというブームを巻き起こし、ゲーム機の高い販売量を記録し

ている。「NINTENDO 社」は、上記の根拠となる第 1307062 号「Wii」商標（以

下、「引用商標」という。）をテレビゲーム機、ゲームソフトウェアなどの商品

又は役務に使用し、商品役務のプロモーションを積極的に行い、「Wii」商標は世

界において広く認識された著名商標になっている。一方、「永彩國際股份有限公

司」（以下、「永彩國際社」という。）は、2007 年 12 月 1 日に上記の「Nii」「Hii」

をコンピューターの液晶表示ディスプレー、デジタルカメラを指定商品として、

登録第 1289659 号及び第 1289658 号商標（以下、「係争商標」という。）を取得

した。 

「NINTENDO 社」は、すでに周知されている引用商標と係争商標とは類似し、

かつ同一又は類似の商品に使用されるので、係争商標の使用する商品が引用商標

又は「NINTENDO 社」の関連会社により提供される商品であると誤認される可能

性が極めて高いと主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。「永彩國際社」

が智慧財産局の定めた期限内に答弁理由を提出しなかったので、智慧財産局は

「NINTENDO 社」の主張を認め、登録第 1289659 号「Nii」及び登録第 1289658

号「Hii」の登録を取り消した。 

 

(2)実務上の判断 

 

係争商標と引用商標とは、いずれも 3 つのアルファベットから構成されている

商標であるほか、全体的な構成からみれば、頭文字が異なっているものの、二番

目及び三番目のアルファベットはいずれも「I」の小文字を使用する「ii」である。

小文字の綴りの「ii」は、「NINTENDO 社」が独特にデザインしたもので、コン

トローラー、及び数多くのプレイヤーが共に楽しむさまをイメージしており、消

費者に深く印象付けられている。しかし、係争商標の 2 つはいずれも引用商標と

同一のデザインを有している。したがって、係争商標と引用商標は、全体を観察

した場合も、又は時間と場所を異にして離隔的な観察を行った場合も、外観にお

いて極めて類似している。 

なお、係争商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似しており、商

品の販売ルート及び販売の場所も同様である。よって、一般消費者に商品の出所
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に対する誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。 

 

(3)本件の要点 

 

① 周知著名性を有する商標の保護 

引用商標は、既に世界のゲーム業界において著名商標になっている資料を提出

し、既に広く『一般消費者』に普遍的に認知されており、比較的高い著名性を有

する商標であることを証明した。これにより、引用商標は著名程度が比較的に高

い商標であることが分かり、係争商標よりも手厚い保護を与えるべきである。 

 

② 「VVII」と「Wii」：類似商標に属すると認められた 

実務上において、別件の異議申立案でも、主に「ii」からなる構成「VVII」が引

用商標と類似関係を有すると認められた。（指定商品は引用商標の指定商品と同

一又は類似している。） 

 

 

7.市場に並存することによる商標非類似の事例 

 

事例 19：Zii vs. Wii 

  

 市場に並存事実と商標の類似 

 智慧財産局 2012 年中台異字第 G00990196 号審決 

 経済部 2012 年経訴字第 10106110970 号決定 

 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

登録番号：第 1393395 号 

第 9, 35, 38. 41, 42 類。  

登録番号：第 1302093、1307063、1065666 号 

第 9, 35, 38. 41, 42 類及び多区分。  

結論：非類似商標であると認められた。 

 

 

 

 



 

 
55 

(1)事件の概要 

 

日本 NINTENDO CO., LTD.社（以下、「NINTENDO 社」という。）は、2006 年

に開発した家庭用ゲーム機「Wii」を世界各国で発売して以来、幅広い世代から支

持を受けることに成功し、世界的にも有名となっている。「NINTENDO 社」は上

記の根拠となる第 1302093、1307063、1065666 号「Wii」商標（以下、「引用商標」

という。）をテレビゲーム機、ゲームソフトウェアなどの商品又は役務に使用し

ており、引用商標は既に消費者に広く認識されている標識と認められる。一方、

「CREATIVE TECHNOLOGY LTD.」（以下、「CREATIVE TECHNOLOGY 社」と

いう。）は、2008 年 9 月 23 日に上記の「Zii」をコンピューターソフトウェア、

広告、電気通信などを指定商品又は役務として出願し、登録第 1393395 号商標（以

下、「係争商標」という。）を取得した。 

「NINTENDO 社」は、著名商標である引用商標と係争商標とは外観において近

似し、かつ、同一又は類似の商品や役務に使用されるので、係争商標の提供する

商品が、引用商標又は「NINTENDO 社」の関連会社により提供される商品や役務

であると誤認されるおそれが非常に高いと主張して、係争商標に対し異議を申し

立てた。智慧財産局は「NINTENDO 社」の主張を認めずに、異議不成立の審決を

下し、係争商標の登録を維持した。「NINTENDO 社」は異議申立ての審決を不服

とし、経済部に不服申立ての訴願を提起した。訴願の結果、経済部は異議申立て

の審決を維持し、訴願請求を却下したので、引用商標と係争商標との併存が認め

られた。 

 

(2)実務上の判断 

 

智慧財産局と経済部が示した見解では、係争商標と引用商標にある 2、3 番目の

アルファベットはともに「I」の小文字が配置され、「ii」となっているが、両商

標は頭文字の「Z」「W」の差異によりはっきり区別することができるため、類似

性の度合いが高くないと認められた。なお、智慧財産局のデータベースにて検索

したところ、単一のアルファベット及び「ii」の組み合わせからなる商標の登録が

許可されている例を数多く発見されたので、係争商標のような組み合わせは、

「NINTENDO 社」が独創したものではないと思われる。 

また、関連消費者の両商標に対する熟知度については、係争商標はもちろん、

引用商標も世界各国において登録を受けていることや、ネットでの口コミ、報道、

及び見本市に出展されている状況からみれば、係争商標と引用商標のいずれも広

く認識されていることが分かる。係争商標の登録日よりも前に、両商標が市場に

おいて併存している事実を既に関連消費者は認識していたので、消費者は両商標

の商品や役務の出所を区別することができる。なお、引用商標と比べれば、係争

商標のほうが消費者層がより若く、コンピュータ関連商品に対する敏感度もより
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高いので、たとえ両商標の指定商品や役務が同一又は類似関係を有しても、消費

者に誤認混同を生じさせるおそれはない。よって、係争商標と引用商標は非類似

商標であると認められた。 

 

(3)本件の要点 

 

商標の類否判断：「関連消費者の各商標に対する熟知度」 

 

係争商標と引用商標について、関連消費者が相当程度熟知している場合、即ち、

両商標が市場において並存していることが既に関連消費者に認識され、かつ、出

所が十分に区別できる場合、両商標の併存を最大限に尊重すべきである。 

 

(4)留意点 

 

マーケットにおいてそれぞれ長期間にわたり並存している事実を証明できれば、

消費者にとって両方の商標を区別することができ、取引の現実において誤認混同

を生じさせるおそれがないとして、たとえ商標図案が類似を構成していても、並

存登録を認められる可能性がある。特に、他人の登録商標と類似することで異議

申立や無効審判などで攻撃された場合、その反論として非類似性のほか、マーケ

ットでの並存事実をもって誤認混同を生じさせるおそれがないことを主張したほ

うが有効である。 

 

8.識別力が弱いことによる商標非類似の事例  

 

事例 20：歐瑟 AUTHOR 及び図 vs. STARBUCKS COFFEE (and design) 

 

 「識別力の弱いものを含む商標」の類似 

 最高行政法院 2005 年度判字第 01410 号行政判決 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

  

登録番号：第 144111 号 

第 35 類：食品飲料の小売。 

登録番号：第 79016, 781845, 690249 号 

第 7、29、42 類：コーヒー飲料、レストランなど。 

 結論：非類似商標であると認められた。 

(二つの同心円からなる構図は、「コーヒーに関する商品、役務によく使われている」と認められた。) 
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(1)事件の概要 

 

米スターバックス社（以下、「STARBUCKS 社」という。）は、上記の根拠と

なる「STARBUCKS & design」商標をハウスマークとして、コーヒー商品の小売並

びにコーヒーショップの経営に使用している。台湾の統一企業は、1998 年からス

ターバックス社と提携しており、台湾で「STARBUCKS」コーヒーショップを経

営している。四年間で台湾全域に 51のチェーン店を設け、2002 年には百店舗の開

店に達成した。一方、歐瑟珈琲館（以下、「歐瑟社」という。）は、コーヒーを

主とする飲食物の提供業務を行っている。2000 年 3 月 9 日に上記の係争商標「歐

瑟 AUTHOR 及び図」を第 35 類の「食品飲料の小売サービス」を指定役務として

出願し、サービスマーク第 144111 号（以下、「係争標章」という）として登録さ

れた。 

「STARBUCKS 社」は、引用商標は周知の標章であり、上記の両標章は類似し、

かつ、類似の役務に使用され、誤認混同を引き起こすおそれがあると主張して、

係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は、「STARBUCKS 社」の主張を

認めず、「歐瑟 AUTHOR 及び図」登録の維持の決定を下した。そこで「STARBUCKS

社」は、審決を不服として、経済部に訴願申立てをした。しかし、経済部は智慧

財産局の審決を維持し、「STARBUCKS 社」の訴願申立てを却下した。これに対

し、「STARBUCKS 社」が提訴したが、台北高等行政法院の一審及び最高行政法

院の終審にて、いずれも下記の理由で、係争標章と引用標章は類似標章に属しな

いと判断され、原告の請求が棄却された。 

 

(2)実務上の判断 

 

係争標章「歐瑟 AUTHOR 及び図」と、引用標章「STARBUCKS & design」を比

較対照すると、両商標はそれぞれ二つの同心円からなる構図で、外側の円の装飾

には同じく黒地に白抜きの英文字や星の記号が書かれ、また、内側の円にも人物

が描かれている。両商標のデザインは類似する概念で構成されているが、「二つ

の同心円及び文字」という組み合わせは、「レストラン、コーヒーショップ」の

役務によく使用され、商標として登録されている例が多いので、商標としての識

別力が弱い。また、両商標の図案にある英文字は、「COFFEE」を除き、「AUTHOR」

と「STARBUCKS」が明らかに相違しているほか、係争標章における内側の円に

ある人物は男性の横顔であるのに対し、引用標章は長髪の女性の上半身が描かれ

ているため、はっきりと区別することができる。 

図案にある文字及び人物が異なっていることにより、二つの標章のデザイン、

レイアウトを区別することができ、異なる時、異なる場所で全体的に観察しても、

関連する消費者が二つの標章に係る役務の提供主体について誤認混同を生じるお

それはないため、類似標章に該当しない。 
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(3)本件の要点 

 

業界がよく使う図形：識別力が弱い。 

 

実務上において、二つの同心円からなる構図は、レストラン、コーヒーショッ

プに関する商品、役務によく使われており、商標としての識別力が弱いものと認

めた。別件の異議申立案でも、「 」(登録第 01152027 号)と「 」が非

類似商標であると認められた。 

 

 

事例 21：惠聖 正露 KEISEI SEIR vs. SEIRO（墨色）、舍樂正露 SEIRO（墨色）、

大幸正露、大幸正露丸 

 

 「識別力の弱いものを含む商標」の類似 

 経済部 2006 年経訴字第 09506179960 号決定 

 

係争商標 根拠となる商標(引用商標) 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録番号：第 1050043 号 

第 5 類：薬品、サプリメント。  

登録番号：第 11349, 14631, 839685, 839684 号 

第 5 類：薬品、胃腸薬 。 

 結論：非類似商標であると認められた。 

(「正露」(征露)は、「薬品によく使われている名称である」と認められた。) 

 

 

(1)事件の概要 

 

日 本 TAIKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 社 （ 以 下 、 「 TAIKO 

PHARMACEUTICAL 社」という。）は、1946 年に創立され、日本、韓国、中国、
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台湾、香港、シンガポール、タイなどの諸国で「正露丸」という胃腸薬を主力商

品とする有名な企業で、売上金額は 1977年に 60億 2200万円に達している。   

「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は上記の根拠となる第 11349 号「SEIRO」商

標、第 14631 号「舎樂正露」商標、第 839685 号「大幸正露」商標、及び第 839684

号「大幸正露丸」商標（以下、「引用商標」という。）を薬品、胃腸薬などの商

品に使用し、世界諸国で登録されている。一方、台湾籍「人生製藥股份有限公司」

（以下、「人生製藥社」という。）は、上記の「惠聖 正露／KEISEI SEIRO」を

薬品、栄養補充品などの商品を指定して出願し、2003 年 12 月 1 日に第 1050043

号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。 

「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は、周知著名になっている引用商標と係争商

標とは類似し、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の使用をす

る商品の出所が同一であると誤認させるおそれがあると主張して、係争商標に対

し異議を申し立てた。智慧財産局は両商標が類似関係を構成しないとして、

「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」の主張を認めずに、異議不成立の審決を下し

た。「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は異議申立ての審決を不服とし、経済部

に不服申立ての訴願を提起したところ、経済部は智慧財産局の審決を維持し、同

訴願申立てを棄却した。 

 

(2)実務上の判断 

智慧財産局と経済部が示した見解では、「正露」は既に普通名称化になったも

のであると認められた。「正露」又は「正露丸」というのは、最初に日露戦争に

おいて伝染病に悩まされた日本人が開発したものであり、軍医の間で広く使用さ

れた。その後、一般のメーカーも「正露丸」を製造、販売したので、日本独自の

国民薬として普及し、台湾などのアジア諸国でも高い周知著名性を有している。

よって、「正露」又は「正露丸」は既に特定の一般的な薬品名として広範に認識

されていることが分かる。 

係争商標と引用商標とを比較対照すると、いずれも英文の「SEIRO」又は中文

の「正露」を含むが、それは薬品の名称（「SEIRO」は「正露」の音訳」）であ

り、識別力が弱いものに該当する。一方、消費者の注意を惹きやすい語頭部にお

いては、係争商標の「惠聖」と引用商標の「大幸、舎樂」とは外観及び意味合い

が明らかに異なることや、又は係争商標が「KEISEI」（「惠聖」の英訳）を有す

ることから考えると、消費者は容易に引用商標と係争商標を区別することができ

るので、非類似商標と認められた。 

 

(3)本件の要点 

 

通用名称：識別力が弱い。 
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本件では、通用名称「正露」又は「SEIRO」は業者が薬品又は関連役務を表示

するのによく使用する一般用語であると認められ、この一般用語とその他の文字

との組み合わせは商標として登録を受けることができるものの、類否判断に際し、

その一般用語の部分は関連消費者にとって、商品又は役務そのものを称するのに

用いる記述的ものにすぎず、出所を識別する機能を果たしていないと認められ、

類否判断の対象から除外された。 






