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５－２－５．台湾 
 
～2012 年 7 月 1 日施行の商標法に基づく～ 

 
＜＜法制度＞＞ 
 
商業取引の多元化、マスコミュニケーションの発展に従い、企業イメージ・品質保持・

出所表示・顧客吸引力等を有する無形資産－商標（ブランド）は、単純な視覚で認識でき

る平面・有形からなる通常商標のみならず、より一層消費者の注意を惹く音声・色彩・動

態、ホログラム、更ににおい、触感等の新しい形態の商標に派生している。 
台湾では 2003 年から立体、音、色彩商標の保護を開始した。これらの通常商標は長期

かつ大量の使用により後発的に識別性を獲得すれば、登録を受けることができ，今迄既に

500 件以上の登録実例がある。しかしながら、各大手企業が相次いで商品自体の形状、包

装容器の形状、立体形状の標識、サービスの提供場所の装飾設計等を立体商標として保護

していることに比べ、音及び色彩のみの商標の登録件数は全体の 5 分の 1 に満たない。そ

の理由としては、この形式の商標自体は、もともと識別力がない他、音声商標が一定の媒

介による表現に限られること、また色彩商標（特に単一の色彩）が一般的に装飾のための

ものと認識されているためその表現方式が困難であること、識別性の獲得は使用量・使用

期間の長短・市販の情況・宣伝広告の多少等によって左右され、大量な時間及びコストを

要することなどの理由が考えられる。そのため、通常商標の需要も会社の規模、経営の類

別等によって異なっている。中小企業からの登録出願実例も見られるが、台湾の実務上登

録を受けているものは殆ど相当規模の国際企業及び歴史がある会社である。 
また、2012 年 7 月に施行の新しいタイプの商標法には、動態時間周期に伴って連続性

の動作や色彩・図形等が変化する動態（motion marks）、及びレーザー光線の反射が角度

の変化によって図形や画面、色彩等を映すホログラム（hologram marks）という新たな

形態の標識等の保護を導入した。また、限定列挙の規定を採用していないので、定義規定

に列挙されていない位置、におい等も新しいタイプの商標として受理される可能性があり、

関連の出願方法や審査基準を相次いで公布している現時点で、関連業界と各企業の間でも

新しいタイプの商標の動きに注目している。しかし、商標の説明、使用証拠の取得、更に

識別性有無の審査等が容易ではなく、それに対しては傍観的な態度をとっている者が少な

くない。 
しかし、新しいタイプの商標の保護は、もともと識別性を具えない色彩、音が長期にわ

たる大量の使用により関連する消費者に深いイメージを与えることにより、商品又は役務

の出所を区別することができ、企業イメージ及び商品価値を向上する標識になるものであ

る。よって、新しいタイプの商標の形態として権利を取得すると、第三者が商品の包装、

色彩の組合せ等を使用したことにより出所の混同誤認を招来する場合、模倣品の排除、権

利行使することができるというメリットがある。一方、商品の機能にかかわるもの又は独

占適用性のないものを特定の人に独占させると、不正競争又は商業取引、社会秩序に影響

を与える可能性もある。例えば救急車、消防車の音は救急と火事を知らせる音であり、台

湾において黄色はタクシー車両の色、赤色は危険の警告とするものである。また、商標権
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者は新しいタイプの商標の権利を過度に主張し、不要な社会争議を引き起したこともある。

例えば、写真やはがきに「台北 101 ビル」（台北市のシンボル的なビル）を背景としたも

のは他人商標の権利侵害を構成するかどうか一時話題となっていた。 
新しいタイプの商標の表現方法は容易ではないため、商標見本に係る描写の内容は商標

権利の主張範囲と関係し、主務官庁の公示資料又は商標公報に注釈が加えられることによ

り同業者や第三者に認識させることができるように、出願時にはっきりとした明確な描写

が必要となる。新しいタイプの商標の登録後の権利範囲の把握は通常商標と同様に、商標

代理人や商標調査会社を通じて知財局発行の商標公報にて同一・類似商標の有無をウォッ

チングすることができる他、知財局のデータベース

（http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html）を通じて特殊形態商標の登録出願

状況を検索し、取引市場の動きと同業間の使用状況を留意することにより、企業は対応で

きると考える。企業は、第三者の紛らわしい登録商標を発見した場合、又は模倣品の流通

がある場合、積極的に商標権利を主張して対応することができる。第三者又は同業者の出

願状況などをウォッチングすることは企業自社の権利保護に必要な手段であり、または新

しいタイプの商標の出願・登録件数はそれほど大きくないため、過剰な負担にならないと

思われる。 
2010 年迄の統計数字によれば、音商標の出願総数は総じて 90 件未満であるが、登録率

は も高く 45％に達している。このことから見れば、音声は媒介の制限があるが、文字や

歌詞と結合したメロディーが繰り返しの放送によって人に強烈な印象をあたえることがで

き、音商標の保護制度の導入前に台湾企業は、“MR.BROWN コーヒー”（REG. 
NO.01152021）、“大同の歌”（REG. NO.01203273）、“新一点霊  B12”（REG. 
NO.01150436）、“緑油精音商標” （REG. NO.01135554）等のテレビ広告を経常的に放

送し、制度導入後音商標として権利を取得している。また、外国企業ではコンピュータ、

携帯電話を経由する“INTEL Sound Mark”（REG. NO.01158019）と“Nokia Tune”（REG. 
NO.01228260）、並びにレストランサービスにおける“5 NOTE REFRAIN (I'M LOVIN' 
IT SOUND MARK)（REG. NO.01176529）等の登録例もある。 
なお、色彩商標は2010年迄の出願数が300件以上と音商標を大幅に超えている一方で、

その登録件数は少なく（10％以下）、消費者の色彩に対する認識が装飾用に過ぎなかった

り、特定の色彩が既定のイメージ（例えば、緑色が環境保護をイメージさせるなど）を表

すに過ぎなかったりするため、単一の色彩又は色彩の組合せの商標は後発的な識別性を獲

得することが困難であり、高い登録率を期待できない。日常生活においてよく見られる色

彩商標とは各コンビニ店の看板に表示している“ ”（REG. NO.00165884）、

“ ”（REG. NO.00169459）、“ ”（ REG. NO.01303126）である。 
新しいタイプの商標に対する出願人からの評価は、出願手続きは一般の商標と大きく異

なってはいないが、願書に商標の態様、権利範囲を文字や図形又は記号による明確、客観

的且つ容易に理解できる方式で示さなければならず、商標見本の提出数量、静止画面や角

度の選択、組合せ商標（例えば、動態+音、立体+色彩、新しいタイプの商標+文字図形）

の出願形態等が複雑であるというものである。 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html
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新しいタイプの商標は識別性を形成する上で、ある程度の時間とコストを要し、その商

標権の取得が一般の通常商標より難しく、登録後の権利行使においても参考となる実例も

少ないこともあり、その権利範囲、使用態様、又は保護上通常商標との差異等に対してわ

からない点が多いため、現時点で一般企業が新しいタイプの商標の登録出願に対して積極

的な態度ではないことは今迄の出願状況及び登録件数からうかがい知ることができる。よ

って、今後のニーズについては、2012 年 7 月施行後の出願状況を注意深く見守る必要が

ある。 
（「調査票による調査結果」の回答より抜粋） 
 
（１）商標の定義 
商標法 18 条に「商標の定義」につき規定する。この規定は、包括的規定であり、識別

性を商標の構成要素としている。 
18 条 
商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホロ

グラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。 
前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給

元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。 
 
また、各タイプ別の定義について、審査基準(別添T1）において定められている。 
 
「色彩」 

審査基準 4. 色彩商標 4.1 定義  
色彩商標は単純に色彩自体を標識とすることを指し、単一の色彩または複数の色彩

を組み合わせることができる。しかもその単一の色彩または色彩の組み合わせ自体は

すでに、商品または役務の出所を示す機能を具えている。文字や図形、記号と色彩が

結合した商標は、単純に色彩をもって商品または役務の出所を識別するのではなく、

図形商標または文字商標に属し、色彩商標ではない。 
 
「音」 

審査基準 5. 音の商標 5.1 定義  
音の商標は、単純に音自体を標識とするもので、聴覚をもって商品または役務の出

所を区別する方法である。音の商標では、音楽的な性質のものを商標とすることがで

きる。例えば、曲の一節や歌の一節などがある。非音楽的な性質の音、例えば、人の

せりふやライオンが吠える音声も可能である。しかも、その音自体はすでに商品また

は役務の出所を示す機能を具えている。 
 

「におい」 
基準において 単独の定義はない。 
但し、18 条の定義規定は、例示列挙であるため、定義されていないものも保護されうる。 
審査基準 8.において、その他の新しいタイプの商標の項に次の言及がある。 
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 その他の新しいタイプの商標 本法に例示していない新しいタイプの商標を出願す

るには、出願人は商標図案を添付しなければならない 
 

「動き」 
審査基準 6. 動きの商標 6.1 定義  
動きの商標とは連続して変化する動的映像を指し、しかも、その動的画像自体はす

でに商品または役務の出所を示す機能を具えている。動きの商標が保護しようとする

ものは、その動的映像が生み出す商業上のイメージ全体である。そこで、その動的映

像全体に対して商標権を取得することになるが、その変化過程において現れる文字、

図形、記号などの部分は単独で商標権を取得していない。もし、その文字や図形など

の要素の商標権を取得しようとするならば、別途に一般的な文字や図形の商標を出願

しなければならない。 
 
「位置」 
  単独での定義はない。 
  但し、審査基準 8.において、その他の新しいタイプの商標の項に次の言及がある。 

 「位置商標を例に取ると、通常の平面、文字や図形の商標、新たなタイプの色彩や

立体の商標は全て、商品または役務の特定位置に使用することが可能である。もし、

その位置が商標識別の重要な特徴であり、その文字や図形、色彩、立体的形状をその

特定位置に用いないと、商品または役務の出所を示す機能を喪失する可能性があるな

らば、位置商標の性質を具えていることになる。」 
＊但し、位置商標については、従来から立体商標等として保護してきている。例えば、

ジーンズのポケットについて、破線でジーンズを表し、ポケット部分を実線で表すこ

とは従来から認めているので、特に、新しいタイプの商標としての認識はない（TIPO
インタビュー）。 

 
「ホログラム」 

審査基準 7.7.1 定義  
ホログラム商標とは、ホログラムを標識とするもので、しかも、そのホログラム自

体がすでに、商品または役務の出所を示す機能を具えているものを指す。ホログラム

は 1 枚のネガフィルムに同時に数枚の映像を収める技術（ホログラフィー）を利用し

たものなので、立体的な映像を表現することができる。幾つかの画面または一つの画

面でもよく、しかも、見る角度の違いによって虹彩の変化が見られる。ホログラムは

普通、紙幣やクレジットカード、その他、価値のある製品の安全、偽造防止に使用さ

れ、また、商品の包装や装飾にも利用される。 
ホログラムには二種類の状況があり得る。一つは視角に合わせて変化するものでは

なく、単一の画像のみである。この画像は視角が変わると光と影が生じる。もう一つ

は視角の差異によって、画像が変化していくもので、これは複数の画像が生じる。 
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（２）出願要件 
①商標の特定方法と権利範囲 
願書には、商標が新しいタイプの商標の特定のタイプ（すなわち、色彩、音、または

立体商標）である旨の記述を含める必要がある。 
色彩商標は、商標図案及び説明によって特定される。 
音商標は、商標図案及び見本（すなわち、音を格納したデータ保持体（CD））によっ

て特定される。ただし、音商標が楽譜又は数字譜による表記法で表される場合、説明も

必要になる。 
立体商標は、商標図案および説明によって特定される。 
 

タイプ毎の特定方法 
色彩 商標図案 （破線を使用する場合は、説明文必須） 
音 商標図案＋音声ファイル（楽譜の場合は説明文必須） 
におい 未定  
動き 商標図案＋説明文＋映像ファイル 
位置 商標図案＋説明文 
ホログラム 商標図案＋説明文 

 
「色彩」 
  基準 4.2.1 商標図案 

色彩商標の商標図案は商標の色彩を表示していなければならず、また、破線をも

って、その色彩を指定商品または役務に使用する方法、位置または内容を表示する

ことができる (商施 14Ⅰ)。その際、破線部分は色彩商標の一部にはならず、これ

については商標の記述において説明しなければならない(施行規則 13Ⅱ)。 
基準 4.2.2 商標の記述 
出願人が提出する商標の記述では、一般大衆が呼称している色彩の名称を用いて、

指定商品または役務に使用する状況を説明しなければならない（施行規則 14Ⅱ）。

例：  
商標の記述「本件の色彩商標は紫色であり、ナットの非金属の内円部分に使用する。

図案中の破線部分は商品の形状を示し、本商標の一部ではない」 
 

厳密な定義で色彩の登録保護を希望するならば、･･･国際的に通用する色見本コード

をもってその色彩を定義して、出願した色彩商標が識別性およびその主張する権利の

範囲を具えているか否かを具体的に認定してもらうことができる。 
例：「本件は色彩商標であり、商標図案に示すように、緑色は色番号Pantone 348C

で、指定商品の小箱の蓋に使用する。破線部分の箱の形状は商標の一部ではない」 
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「音」 
  基準 5.2.1 商標図案 

音楽的な性質からなる音の商標は、商標図案では五線譜または数字譜で表示しなけ

ればならない。 
非音楽的な性質の商標は、･･･文字をもってその音を明確かつ完全に説明しなければ

ならない。それには音の商標が有する特徴を含み、また、これを商標図案とする（施

行規則 18Ⅰ）。 
音楽的性質と非音楽的性質を具えた音の商標については、商標図案で音楽的な性質

の部分を表示し、商標の記述ではその間にはさまれるせりふやその他の非音楽的な性

質の部分を説明しなければならない。 
音の商標を五線譜または数字譜で表示する場合、出願人は商標の記述を提出し、文

字で音に関する説明を行わなければならない（施行規則 18Ⅱ） 
五線譜または数字譜で表示できない音の商標で、出願人が商標についてすでに文字

で説明しており、その性質が商標の記述に類似しているときは、別途に商標の記述を

提出する必要はない。 
出願人は音を記憶させた電子媒体を添付しなければならない。その形式は商標の主

務官庁の公告に符号させて（施行規則 18Ⅲ）、審査に利するようにしなければならな

い。 
  なお、音声ファイルは、WAVE 方式のみで、MP3 は認めていない。 
 
「におい」 

  基準 8（参考） 
におい、触覚、味などは視認できる商標ではない。その商標図案をいかにして明確

かつ正確なものとし、完全で客観性、持久性のある分かりやすい方法で表示できるか、

あるいは、文字による説明、商標見本の補充を助けとして、いかにして商標を明確か

つ完全に表示できるかについては、単純に文字による描写をもって商標図案とするフ

ィージビリティを排除しないにしても、審査および公告の作業技術面でなおも困難が

ある。･･･商標見本の添付を要求して、それと商標図案との間で相互参照できるように

し、それによって保護を求める対象を確認するか。･･･（中略）細かい規則を公告する

まで、（中略）個別案件において･･･本基準の関連規定を準用して審査を行わなければ

ならない。 
専門外の業者は、ガスクロマトグラフィーデータ又は化学式による表示を認識する

ことはできず、我々の意見では、におい商標はガスクロマトグラフィーデータ又は化

学式を使用することによって充分に認識されない。 
 においは、においを示すために一般的に使用される用語を使用して示す必要がある

と考える。表示は（商標の詳細な説明等）、明確、正確、自己完結型、客観的、優れた

耐久性、アクセスの簡易性及びわかり易さを兼ね備えた方法で表現されなければなら

ない。特に、説明は、他の業者が商標としての権利範囲を明確に理解出来るよう記載

しなければならない。 
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「動き」 
  基準 6.2.1  

6 枚以下の静止画像を商標図案とし、その映像の変化過程を表示しなければならな

い。動きの商標の重要な特徴については、出願時に添付する商標図案中で明確かつ完

全に表示しなければならない。 
 
  基準 6.2.2. 商標の記述および商標見本 
出願人は商標の記述を提出して、順序に沿って動的映像の連続的な変化過程を説明

しなければならない（施行規則 16Ⅱ）。（中略）このほか、動的映像を構成する静止画

像の枚数を明示する必要がある。例：「（中略）2 枚の画像からなり、人差し指と中指

をハサミのように連続的に開閉させる動作で構成される」 
出願人は動的映像を記憶させた電子媒体を添付し、そのファイル形式は商標の主務

官庁の公告に符号させて（施行規則 16Ⅱ）、審査に利するようにしなければならない。

なお、電子媒体は、MPEG やAVI ファイルを計画している。 
 
「位置」 

  基準 8（参考） 
商標図案では破線を用いて商標を使用する商品または役務での位置を表示し、また、

商標の記述では商標本体およびその使用方法、位置などを詳しく説明しなければなら

ない。例：「本件は位置商標であり、靴のかかとの中央の位置から靴底に向かって表示

された赤色の帯状のものによって構成される。破線部分は靴の形状を表し、商標の一

部ではない」 
 
「ホログラム」 

  基準 7.2.1 
ホログラム商標の図案は、ホログラムを表示する透視図である。ホログラムが単一

の画像の場合、1 枚の透視図を添付する。ホログラムが視覚の差異に伴って、異なる

画像が生じ変化するときには、その画像の変化を表示する 4 枚以下の透視図を提出す

る。（中略）これらの画像は単一の商標的イメージを生み出すものでなければならない。 
商標の記述および商標見本基準 7.2.2 ホログラム商標の図案は（中略）ホログラム

効果を完全に表示することができない。それゆえ、出願人は商標の記述を提出して、

そのホログラムを説明しなければならない。 
例：「本件はホログラム商標であり、その画像は商標図案に示すように、見る角度の

変化に伴い、ホログラム効果である虹彩の変化が現れる」など。 
審査において必要と判断したときには、出願人に通知して、商標見本を提出するこ

とができる。 
 
権利範囲 
商標図案に基づいて権利範囲は定められる。 
説明および/または見本は、表示を補完し、権利範囲を特定するのに役立つ。さらに、
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楽譜又は数字譜で表示できない音商標は当該商標の説明と見本によって特定すること

ができる。 
説明と見本との間に矛盾がある場合、見本は説明と一致するように補正されなければな

らない（23 条） 
日本の商標法 27 条のような規定はないが、23 条その他の規定から解釈可能と考えら

れる。 
なお、音については、基準に明記がある。 
 
5.2.2.商標の記述および商標見本 
商標図案は商標の権利範囲を決定する主体であり（略）。したがって、商標の記述お

よび見本は商標図案と一致しなければならない。 
・  

 ②出願日認定 
 

出願日認定に必要な要素 
第 19 条 商標登録出願は、出願人、商標図案及び使用を指定する商品又は役務を明記

した願書を備えて、商標主務官庁にこれを出願しなければならない。商標登録出願

の出願は、前項の願書を提出した日を出願日とする。 
 音商標の出願には音声ファイルの提出が必要である。しかし、出願日認定のために

要求される事項はない。楽譜あるいは数字譜で表現された音商標については、音声フ

ァイルの添付又は音の説明がなくても、提出日が出願日として取り扱われる。 
音商標が楽譜又は数字譜で表現されておらず、音の説明を提出する場合は、説明の提

出日が出願日となる（音声ファイルが添付されていなくとも）。 
・「説明」は出願日認定のための要求事項ではない。 
・「見本」は出願日の後に提出を許される。 
・補正手続を行う場合、「説明」と「見本」の提出が要求される。 

 
「動き」 
  基準 6.2.1 

動きの商標の重要な特徴については、出願時に添付する商標図案中で明確かつ完全

に表示しなければならず、その後、出願人が補充するその他の静止画像は、出願時に

提出した商標図案に包括されるので、その補充は出願日に影響しない。もし、その後

に提出したその他の静止画像が原商標図案にない商標の特徴を表示しているならば、

前に添付した商標図案とは同一の商標ではないので、商標図案を提出後に実質的変更

を行うことはできないという規定に違反することになる（23 条）。 
 
「音」 

基準 5.2.2 （略）商標の記述及び見本は商標図案と一致しなければならない。 
出願人は出願時に、その商標図案と商標の記述の正確性に注意を払って、保護を得

ようとする商標の内容を間違いなく表示することが望ましい。 
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「ホログラム」 

基準 7.2.1（所定の透視図を提出し、）その後、出願人が補充するその他の静止画像は、

出願時に提出した商標図案に包括されるので、その補充は出願日に影響しない。もし、

その後に提出したその他の静止画像が原商標図案にない商標の特徴を表示しているな

らば、前に添付した商標図案とは同一の商標ではないので、商標図案を提出後に実質的

変更を行うことはできないという規定に違反することになる（23 条）。 
 

「色彩」、「におい」、「位置」については特に規定はない。 
 
（３）登録要件 
 
①識別性 
 第 29 条第 1 項第 1 号～第 3 号に規定されている。 
第 29 条第 1 項 次に掲げる、識別性を具えていない状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 
(2)指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの 
(3)その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの 
尚、第 29 条第 3 項の規定により、識別力のない要素を含む商標については、その要

素につき権利範囲からの除外の請求をしなければ商標登録を受けることはできない。 
 

また、識別性については、新しいタイプの商標用に審査基準が定められている。 
新しいタイプの商標と通常商標とにおいて、識別性と類否性の判断に差異は生じない。

新しいタイプの商標の使用記録及び市場シェアは商標の識別性の考慮するための要因

となる。商標の識別性に関する審査ガイドラインを参照。 
識別性の評価に適用される判断基準は、全てのタイプの商標と同等である。しかし、

一般的な認識では、新しいタイプの商標は、商業の起源について、通常商標よりも意図

を伝える可能性が低いので、実際、新しいタイプの商標に関して識別性を確立すること

は、通常商標よりも、さらに困難である。 
 
「色彩」 
基準 4.2.3 
単一の色彩： 通常は先天的識別性を具えていない。 
色彩の組合せ： 組合せに先天的識別性があり、･･･出所を識別させることができる

ならば、後発的に識別性を獲得したことを挙証するまでも無く、登録することができ

る。但し･･･通常は、後発的に識別性を獲得したことを多くの証拠で立証しなければな

らず、証明してはじめて登録することができる。 
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基準 4.2.3.1 説明的な色彩 
色彩が、使用を指定する商品または役務の品質や用途、原料、関連する特性を説明

するもので、関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であると認識させる

ことができないならば、登録することはできない(第 29 条第 1 項第 1 号)。 
例：色彩が商品の味を説明するものとして、赤色はトマト味またはイチゴ味を代表

し、黄色がレモン味、緑がペパーミント味などを代表することが可能ならば、赤色、

黄色、緑色などをそれぞれ、トマトまたはイチゴ、レモン、ペパーミントの味に関連

する商品に使用すると指定しても、当然ながら登録することはできない。また、例え

ば、色彩をヘアカラー製品に使用する場合、通常はヘアカラーリング後の髪の色につ

いて説明するものなので、黒色、褐色、金色をヘアカラー製品において登録すること

はできない。 
 
基準 4.2.3.2 慣用されている色彩 
慣用されている色彩の商標･･･後発的な識別性の獲得を証明する方式で登録するこ

とはできない（第 29 条第 2 項）。  
例：「赤色」消火器、「白色」牛乳製品 など。 

 
基準 4.2.3.3 その他、識別性を具えていない色彩 
色彩は往々にして、文字や記号、図形などと結合して、提供する商品または役務に

使用されるが、消費者は文字や記号、図形を抜き出して、単独で色彩を商品または役

務の出所を示す識別標識とみなすことはあまりない。しかし、商品自体またはその包

装の外観の色彩は通常、装飾的な美観を目的としており、業者が通常、あまり使用し

ない色彩が識別性を具えているというわけではない。例えば、デンタルフロス製品は

清潔でさわやかなイメージを重視する。そのため、白色はこの種類の商品でよく使用

される色彩である。黒色はたとえ、業者があまり使用しない、またはあまり目にする

色彩でないとしても、これをデンタルフロス製品に使用するとして出願した場合、そ

の黒色は商品自体の色彩なので、消費者は単独で、その色彩を商品の出所の識別標識

とすることはなく、商標の先天的識別性を具えてはいない(第 29 条第 1 項第 3 号)。 
 

「音」 
基準 5.2.3 
音の商標が先天的識別性を具えている可能性をありうる。 
高度な識別性を有する商標の簡潔で短い音声は先天的識別性を具えていると判断さ

れる可能性がある。 
例：男声で歌う「YAHOO」など 「YAHOO」が高度の識別性を具えている言葉な

ので、消費者はこの声を聴けば、すぐさま、その音声が特定の出所を伝えていると意

識する。したがって（中略）先天的識別性を具えている。 
 
基準 5.2.3.1 説明的な音声 
音声が使用を指定した商品または役務の品質や用途、原料または関連する特性を説
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明するもので、関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であると認識させ

ることができないときには、登録することができない(29 条第 1 項第 1 号)。例えば、

有名なクラシック音楽の一節を音楽演奏に使用する役務や、ありふれた犬や猫の鳴き

声をペット用品やペット医療に用いる役務などである。 
 
基準 5.2.3.2 慣用されている音 
慣用されている音とは、業者が特定の商品または役務に対して広く使用している音

で、すでに一般大衆が周知しているものを指す。消費者はこれによって出所を識別す

ることができないばかりでなく、一人の人物が排他的な専用使用権を取得して公平な

競争に影響を及ぼすことを避けなければならないので、その登録を許可すべきではな

い(第 29 条第 1 項第 2 号)。 
例えば、デパートがしばしば、歌手の費玉清が歌う「晩安曲」で顧客に営業時間が

まもなく終了するのを知らせるが、これはデパートの役務で慣用されている音声であ

る。「乙女の祈り」はゴミ収集車が流して、ゴミ収集中であることを告げる曲で、清掃

業務の役務で慣用されている音である。「結婚行進曲」は婚礼の際に流される曲で、結

婚式場での役務で使用されたり、婚約時に招待客に配る菓子の「喜餅」にも利用され

ており、慣用されている音となる。 
慣用されている音が一人の人物によって専用されたならば、公平な競争に深刻な影

響を及ぼすので、後発的識別性の獲得を証明する方式で登録することはできない。 
 
基準 5.2.3.3 その他、識別性を具えていない音声 
機械の操作に合わせて設定した音、例えば、小売役務でのレジスターの精算処理時

のチンという音、電子レンジで調理完了時のチンという合図音、携帯電話のベル音は

原則として、全て先天的識別性を具えていない (第 30 条第 1 項第 3 号)。このほか、

幼稚園に係る役務での子供の笑い声や、教育の場で、または娯楽や競技の際の歓呼の

声や拍手の音など、消費者が出所を識別する標識とすることができないものも、先天

的識別性を具えていない。一般の歌や長すぎる曲については原則として、商標が出所

を示す機能を具えておらず、後発的識別性を獲得したことを証明する必要があり、証

明後にはじめて登録することができる。 
 

「におい」 
  基準 8（参考）本基準の規定を準用（2.2；2.3） 

 例：商品自体のにおいとして香水製品に使用する花の香り、商品の香り付けのため、

食器洗剤や衣服洗剤に添加されるレモンやかんきつ類の香り（識別性を具えていない） 
 
「動き」 

  基準 6.2.3 
動きの商標を登録できるようにするには、その他の形態の商標と同じく、その動き

の商標が商品または役務の出所を示して、消費者が他人の商品または役務と区別する

ことができるようにしなければならない。 
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動きの商標や、電子製品の特定のソフトまたは機能を起動し、開くとき、待ち時間

に現れる動的画面、またはマルチメディアを利用した動画広告については、消費者は

通常、それらの動的映像を商品または役務の出所を直接示す標識とみなすことはない

ので、原則として先天的識別性を具えてはいない。但し、使用することによって、消

費者がその動的映像を特定の商品または役務の出所と結びつけることはあり得る。そ

のときにはその動的映像にはじめて出所を示す機能が生じるので、後発的識別性を獲

得することになる。 
通常商標においては、単純な幾何学的図案（中略）は通常、識別性を具えていない

という理由で登録を拒絶される（第 29 条第 1 項第 3 号）。但し、動きの商標において

は、その動的変化の過程自体が一定の商業的イメージを伝えており、かつ、すでに消

費者がそれを商用と認識したものでありさえすれば、識別性を具えていると認定する

ことができる。例えば、動きの商標が一つの光環の動的変化の過程によって構成され

るもので（中略）その光環は一つの単純な環だが、動的変化の過程を消費者が目にし

て出所を識別する標識であると認識したときには、登録することができる。 
動的映像の時間の長さおよび複雑度を考慮する。時間が長すぎる、内容が多すぎる

場合は、識別性を具えていると認定するのは難しい。 
動的映像が、指定商品等の品質等のみから構成されている場合、例えば、商品の洗

浄効果を展示するフィルムなど、識別標識であると認識させることができないので、

登録することはできない（第 29 条第 1 項第 1 号）。 
なお、上記において、単純な幾何学的図案については権利範囲からの除外の請求を

する必要がある場合もある。 
 
「位置」 
商標自体や商品に付された商標の位置は、識別性を決定するために考慮される。特定

の位置に配置されている商標が出所を表示するものとして関連する消費者によりみな

されている場合には、識別力を有する。 
基準 8（参考） 
例を挙げると、靴のかかとの中央の位置から靴底に向かって表示された赤色の帯状

の場合、その赤色の帯状のものはその特定の位置から離れると、その識別性を失う。 
 
「ホログラム」 

  基準 7.2.3 
原則：ホログラム審査の重点は通常の平面商標と異ならない。 

 ホログラムは多くが偽造防止安全機能に用いられており、消費者の認識もまた、同

様である。したがって、ホログラムを商標として登録するには、消費者がこれを商品

又は役務の出所とみなしているのであって、偽造防止機能を具えたラベルまたは商品

の装飾にすぎないと見ているのではないことを証明しなければならない。 
 
 ②セカンダリーミーニング 

第 29 条第 2 項に規定されている。 
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第 29 条第 2 項 前項第 1 号又は第 3 号が規定する状況は、出願人が使用しており、

しかも取引上すで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。 
外国での登録または使用は、セカダリーミーニングを示すための証拠の一部となるか

もしれない。しかし、本質的な問題は、証拠が、我国の関連する消費者が商品/サービス

の出所を示すものとして認識していることを示さなければならないことである。 
識別力のある商標はよく知られた商標である必要性はないが、よく知られた商標は識

別力を有していると容易に判断できる。 
（TIPO インタビュー）あくまでも台湾で知られていることを立証できなければ認め

られない。証拠としてのアンケートの提出は経験がない。 
新しいタイプの商標のタイプに特有の立証方法は基準に定めがある。 

 
「色彩」 
基準 4.2.3 識別性 
色彩商標、特に単一の色彩は消費者の認識では多くが装飾的な性質のものなので、

通常は先天的識別性を具えていない。色彩を組み合わせた商標は、二種類以上の色彩

の組み合わせなので、色彩の選択または比率の配分などに独自性があるならば、先天

的識別性を具えている可能性は単一の色彩より高くなる。そのため、色彩の組み合わ

せに先天的識別性があり、消費者に商品または役務の出所を識別させることができる

ならば、後発的識別性を獲得したことを挙証するまでもなく、登録することができる。

但し、あえて言えば、色彩を組み合わせた商標は図形によってデザインされた一般の

商標に比べて、先天的識別性を具えるのは容易でない。通常は後発的識別性を獲得し

たことを挙証しなければならず、証明してはじめて登録することができる。 
後発的識別性の証明については、出願人が広告または販促のときに、特に特定の色

彩を強調した場合、例えば、「この特別な色彩を見分けてください」「この素敵な色彩

を探してください」「オレンジ色の小箱を探してください」「特別な色彩」などにより、

消費者にその特定の色彩が商品または役務の出所を示す標識であると教え込むのであ

れば、商標の識別性を証明するのは、より容易になる。このほか、色彩を指定商品ま

たは役務に使用する際の使用量、使用期間の長短、販売状況、広告に対する支出、消

費者調査リポートなどもまた、色彩が識別性を具えているか否かを判断する際の検討

要素となる。通常、単一の色彩が使用によって後発的識別性を獲得するのは、色彩の

組み合わせより難しい。そのため、出願人は、その単一の色彩を特定の商品または役

務に用いるのは極めて例外である、または尋常な状況ではないことを証明するほかは

ない。 
 

 基準 4.2.3.2 慣用されている色彩 
慣用されている色彩の商標が一人の人物によって専用されたなら、公平な競争に深

刻な影響を及ぼすので、後発的識別性を証明する方式で登録することはできない(29
条第 2 項)。 
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「音」 
基準 5.2.3 
音の商標を登録できるようにするには、他の形態の商標と同じく、その音自体が商

品または役務の出所を示して、消費者が他人の商品または役務と区別できるようにし

なければならない。音の商標は普通、業者の経営理念や商品、役務の特色を表示し、

または広告に流される背景音楽として、消費者の注意を引きつける。したがって、常

日頃使用することで、消費者はその音を特定の出所と結びつけることになる。このと

き、その音にはじめて、出所を示すという商標の機能が生まれるので、登録すること

ができる。但し、音の商標が先天的識別性を具えている可能性はあり得る。通常は単

純なメロディー、キャッチフレーズやスローガンを読み上げる方法で出願するが、往々

にして使用により後発的識別性を獲得しなければならず、そうしてはじめて、登録許

可を得ることができる。例えば、簡単な音符にのせた「通信のよき隣人」というフレ

ーズを携帯電話に使用すると指定したり、または一般的な歌や長すぎる曲などは原則

として、後発的識別性を証明しなければならず、証明してはじめて登録を許可される

（第 29 条第 2 項）。 
 

参考：慣用されている音は後発的識別性を証明する方式で登録することはできない 

基準 5.2.3.1 
 

基準 5.2.3.3 その他、識別性を具えていない音 
機械の操作に合わせて設定した音、例えば、小売役務でのレジスターの精算処理時

のチンという音、電子レンジで調理完了時のチンという合図音、携帯電話のベル音は

原則として、全て先天的識別性を具えていない (第 30 条第 1 項第 3 号)。このほか、

幼稚園に係る役務での子供の笑い声や、教育の場で、または娯楽や競技の際の歓呼の

声や拍手の音など、消費者が出所を識別する標識とすることができないものも、先天

的識別性を具えていない。一般の歌や長すぎる曲については原則として、商標が出所

を示す機能を具えておらず、後発的識別性を獲得したことを証明する必要があり、証

明後にはじめて登録することができる。 
 
（TIPO インタビュー）電子レンジのチンという合図音、携帯電話のベル音も、理論的

には、後発的識別性を獲得したことを証明すれば登録可能か？ 
 電子レンジの合図音は一定の音であると思うので、識別性の獲得は難しいと考

えるが、携帯電話のベル音は色々な種類が考えられるので、識別性を獲得して登

録する場合もあり得ると考える。 
 
「におい」 
基準 8（参考） 
識別性と機能性の審査については、本基準の規定を準用しなければならない(本基準

2.2；2.3 を参照)。においを例に取ると、商品自体のにおいとしては、香水製品に使用
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を指定する花の香り、調味料またはフラワーティーに使用を指定するハーブの香り、

そのほか、商品の香り付けによく使用するものとして、食器洗剤や衣服洗剤に添加さ

れるレモンやかんきつ類の香りがあるが、全て識別性を具えていない。 
 
「動き」 
基準 6.2.3 識別性 
動きの商標や、電子製品の特定のソフトまたは機能を起動し、開くとき、待ち時間

に現れる動的画面、またはマルチメディアを利用した動画広告については、消費者は

通常、それらの動的映像を商品または役務の出所を直接示す標識とみなすことはない

ので、原則として先天的識別性を具えてはいない。但し、使用することによって、消

費者がその動的映像を特定の商品または役務の出所と結びつけることはあり得る。そ

のときにはその動的映像にはじめて出所を示す機能が生じるので、後発的識別性を獲

得することになる。 
 
「位置」 
特に規定はされていない。（参考として基準 8） 

 
「ホログラム」 
 基準 7.2.3 識別性 
  原則として、ホログラム審査の重点は平面商標と異ならない。 

 
③機能性の判断 
原則的に、機能性は通常商標にとって判断基準ではない。しかしながら、新しいタイ

プの商標にとって、機能性は通常、審査されるべき対象である。 
機能的な商標の登録を排除する条文は、第 30 条第 1 項第 1 号にて規定されている。 
第 30 条第 1 項 次に掲げる各号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 号 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。 

 
審査基準に個別の規定が定められている。 

「色彩」 
基準 4.2.4 
機能性を具えている色彩とは、使用を指定した商品または役務において、その使用

目的や技術効果を達成するのに必要な色彩、商品または役務のコストや品質に影響を

及ぼす色彩を指す。例えば、黒色を太陽エネルギー収集装置製品に使用すると指定し

たり、銀色を建築用断熱材製品に使用すると指定するのは、黒色は熱を吸収しやすく、

銀色は太陽光を反射して物体自体のエネルギー吸収率を低めるからである。それぞれ

は太陽エネルギーの収集装置製品または建築用断熱材製品が機能を発揮するために必

要な色彩なので、公益性を考慮して、登録できないとすべきである。そのほか、色彩

は社会の一般通念によって、特定の意味を表し、機能性を具えていることがある。例
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えば、赤色やオレンジ色は一般に、危険または警告のメッセージを表すとされている。

そのため、交通信号機製品などでは機能性を具えているので、登録を許可しない (第
30 条第 1 項第 1 号)。 

 
「音」 
基準 5.2.4 機能性 
音が商品または役務の用途や使用目的にとって不可欠な場合、あるいは商品または

役務のコストや品質に影響する場合は機能性を具えているので、登録することができ

ない (第 30 条第 1 項第 1 号)。機能性に係る音には、機械設備が正常に操作されてい

るとき、自然に発する音が含まれる。例えば、バイクやバイク用エンジンにおけるエ

ンジンの音、カメラにおけるシャッターのカシャという音は全て、機能性を具えてい

る。このほか、救急車が発するサイレンは救急車による搬送や救難支援の搬送に係る

役務においては、警告の機能を具えている。車両をバックさせる際に運転手に注意を

促すために発する周波数の異なるピッピッという音もまた、車両輸送製品では機能性

を具えた音となる。 
 

「におい」 
基準 8.その他の新しいタイプの商標 
参考的に基準 8.識別性と機能性の審査については、本基準の規定を準用しなければ

ならない(本基準 2.2；2.3 を参照)。においを例に取ると、商品自体のにおいとしては、

香水製品に使用を指定する花の香り、調味料またはフラワーティーに使用を指定する

ハーブの香り、そのほか、商品の香り付けによく使用するものとして、食器洗剤や衣

服洗剤に添加されるレモンやかんきつ類の香りがあるが、全て識別性を具えていない。

商品自体の嫌なにおいや鼻を刺す臭いを隠すために用いるものについては、例えば、

漂白剤の鼻を刺す臭いを隠すレモンやラベンダーの香りは機能性を具えており、全て

商標として登録することはできない。 
その識別性と機能性の審査については、本基準の規定を準用しなければならない（本

基準 2.2；2.3 を参照）。 
例：商品自体の嫌なにおいや鼻を刺す臭いを隠すために用いるもの 例：漂白剤の

鼻を刺す臭いを隠すレモンやラベンダーの香りは機能性を具えており、全て商標と

して登録することはできない。 
 

「動き」 
基準 6.2.4 機能性 
動的映像が表現する内容が、商品または役務の用途や使用目的に不可欠である、ま

たは商品または役務のコストや品質に影響を及ぼすものならば、機能性を具えている。

例えば、時を告げる時計における振り子の往復動作、自動車製品における車のドアの

開閉方法などである。これらの動的映像は公益に基づいて考慮し、後発的識別性の獲

得による登録を許可することはできない。 
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「位置」 
基準 8.その他の新しいタイプの商標 
その識別性と機能性の審査については、本基準の規定を準用しなければならない（本

基準 2.2；2.3 を参照）。 
 

「ホログラム」 
ホログラムは、模倣品・海賊版防止装置として使用することができる。しかし、模倣

品・海賊版防止機能をゆえに機能的商標として拒絶されることはない。 
基準 7.2.4 機能性 
ホログラムはホログラフィー効果を具えた標識であり、その審査の重点は原則とし

て、通常の平面商標と同じであることはすでに述べたとおりである。したがって、機

能性はホログラムの審査の重点にはならない。もし、個別案件において機能性に関す

る疑義があるときには、機能性の定義によって判断しなければならない(本基準 2.3 を

参照)。 
 
具体的事例の紹介 
色彩商標については、トラフィックコーンや緊急時の三角形キットのような交通安

全の製品に関連して使用される赤やオレンジは、機能的である。 
音商標については、装置の一部の通常動作によって発生する音は機能である。例えば、

オートバイのエンジン音はオートバイに関して機能的である。 
立体商標については、サークルの形状はタイヤに関して機能的である。 

 
④類否判断 
 第 30 条第 1 項に定めがある。 

 
第 30 条第 1 項 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することがで

きない。 
10 号 同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標、又は

他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同誤認を生

じさせるおそれがあるもの。但し、該登録商標又は先に出願した商標の所有者が出

願に同意し、且つ、明らかに不当でないものは、この限りでない。 
 
 通常商標における判断基準との差異 

新しいタイプの商標と通常商標とにおいて、類否性の決定に差異は生じない。 
具体的判断例については、「５－３．事例研究」を参照 

 
（４）他の権利との調整 

著作権、意匠権等他の権利との調整規定がある。 
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第 30 条第 15 号 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決によ

りそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。 
 
商標法の下で侵害の 終判決が裁判所によって下された場合、出願は審査の過程で拒絶

される。審査過程において拒絶にならないにしても、他人の著作権に侵害していれば、相

対的拒絶理由を有することになり、 終的な判断が裁判所より下された後、著作権者は異

議申立又は無効審判を請求することができる。 
著名ではあるが、作者不詳の音楽断片は、商標として機能する限り登録されるであろう。

審査中において、音又は動き商標が明らかに他者の著作権を侵害する場合、出願人は著作

権者からの同意を得ていることを証明するよう求められる。 
 
（TIPO インタビュー）著作権に該当するかどうかの判断は裁判所で行うべきものであ

るので、原則としてTIPO においては判断しない。 
 
さらに基準において、他の権利との関係について次のように言及されている。 
基準 10.新しいタイプの商標と意匠権および著作権との競合関係 
基準 10.1 意匠権との競合関係 

商標がその機能を発揮するために必要な場合は、登録することができない。主に、

技術性および機能性を具えた創作においては専利制度によって保護しなければならず、

特許権の存続期間が満了後は、何人であれ、その技術を自由に利用して、技術の発展

を促進させることができる。一方、意匠権とは、物品の形状、模様、色彩またはそれ

らの組み合わせに関して、視覚を通して訴える創作を指し、技術や機能の創作には該

当しない。市場の公平な競争に影響する可能性はあるが、実用新案権と特許権が具え

ている実用的な機能性と比べると、その影響力は低い。そのため、新しいタイプの商

標、特に立体的形状は同時に、商標法と専利法の保護を得ることが可能である。但し、

重要なことはその外観のデザインが商標による保護を受けるには、商品の出所を示す

機能を具えていなければならないことである。このほか、意匠権を取得した立体的形

状の設計は、その権利期間中は排他的に使用することができるが、その立体的形状が

識別性を具えていないならば、その排他的使用によって、本来、識別性を具えていな

い立体的形状の設計が識別性を獲得することはない。そもそも、立体的形状の設計が

識別性を具えているか否かは意匠権を取得する要件ではない。すなわち、識別性を具

えていない一つの立体的形状の設計は、その設計上の創作によって意匠権を取得でき

るにすぎず、これによってさらに識別性および商標権を取得するのは不可能である。

但し、以下の場合はこの限りではない。その意匠権者が挙証して、その先天的識別性

を具えていない製品の形状設計を出願人が使用し、しかも、取引においてすでに出願

人の商品を示す標識となって、他人の商品と区別できることを証明した場合、商標取

得の別種の意義に基づいて、後発的識別性を具えているものは、その登録を許可する

(第 29 条第 2 項)。 
基準 10.2 著作権との競合関係 

わが国の著作権法の立法目的は著作者の著作に係る権益を保障し、社会の公共利益
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を調和させて、国の文化的発展を促すことである（著 1）。これは商標法の立法目的と

は異なる。著作の使用は極めて広く、商品または役務の出所を識別する商標として使

用する可能性がある。そのため、立体的形状や動的映像、ホログラムなどが同時に商

標法と著作権法の保護要件を満たすならば、商標権と著作権を同時に取得することが

できる。 
 

《特許庁運用》 
 
（５）出願から登録までのフロー 
  出願から登録までのフローチャート（別添T2） 
 
（６）出願の手続 
 ①願書様式（別添T3） 

音：WAVE 方式（MP3 は不可） 
動き：MPEG、AVI ファイル 
 
電子出願の容量制限を超えた出願については、出願人は書面出願に変更するように求

められる。 
 新しいタイプの商標の願書は、電子出願と書面出願とで違いはない。 
現在、色彩、音及び立体商標は、商標法 2003 年改正の下で商標登録を得ることができ

る。願書には、新しいタイプの商標の特定のタイプ（色彩、音、または立体商標）であ

ること記述する必要がある。 
 色彩、音及び立体商標については、説明が必要となる。しかしながら、音の商標が楽

譜や数値楽譜表記法で表現することができない場合は、再生音の記述説明があれば、説

明する必要はない。 
 説明は、商標の説明が含まれており、商標が商品/役務に関連してどのように使われて

いるかの説明を含めることができる。それは、説明を補完し、権利範囲を特定するのに

役立つものでなければならない。説明の長さ（文字数、説明書枚数）に制限はない。色

彩商標の具体的説明例は、次のとおり。 
「本商標は、色彩商標である。色彩の組み合わせは赤、黄色及び赤の順で構成されて

おり、商品の容器の先端から底にかけて１／３ずつ順に配色されている。容器の形状は

破線で表示され、商標の一部ではない。」 
 色彩商標にとって、商標見本は、当該色彩を使用した指定商品であろう。 
 音の商標にとって、商標見本は、当該音を収容したデータキャリア（CD）である。 
 立体商標にとって、商標見本は、商標の実際の標本であろう。 

 
商標の説明についての文字数・枚数制限はないが、商標図案は、375 台湾文字以内で

なければならない。 
 

 ②願書の補正 
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  補正許容範囲は 23 条に規定されている。 
 
 ③商標見本 
 においの標本については未定である。データはタイプ別に蓄積する。 

 
（７）方式・実体審査 
 ①商標図案と説明文の整合性審査 
 ・整合していない場合は、商標図案に合わせる補正は可能である。 
  補正が認められない場合につき、23 条に規定がある。 

 
 ②審査体制 

 特に新しいタイプの商標専門の審査官によるものは予定していない。また、審査官が

方式・実体審査の両方を行っている。実体審査過程において新しいタイプの商標の審査

を担当する審査官の特定グループはない。しかしながら、審査官の意見により、出願が

登録される可能性又は確定が困難な場合には、商標部門の部長、副部長、課長で構成さ

れる審議会の判断を受けなければならない。審議会は当該問題に対して 終的な決定を

する。 
 
 ③審査手法 
 ・類否判断に使用している検索の具体的手法及び検索キーの種類 

類似の判断について、音と文字、動きと静止図形、などクロスサーチを行う。それぞ

れ出願された商標図案に基づいてコード番号を付し、それに基づいてクロスサーチが行

えるようなシステムとなっている。コード番号は、1 人の担当者が判断して付したもの

を各審査官がチェックして必要に応じて修正を行う。 
 
例：ウイスキーボトルの立体商標 
 立体商標、平面図形商標、食器その他の台所用品（中略）など広くコードを付す。「色

彩」、「音」、「動き」、「ホログラム」についても同様にコードを付してクロスサーチを行

う予定である。 
 

音商標については、検索キーワードは「サウンド・マーク」であり、係属中及び登録

された音商標は類否判断のために検索される。音に歌詞が含まれる場合には、識別性を

伴う歌詞も検索キーワードである。 
立体商標については、形状それ自体は商標の各図面の図形要素と同様に分類される。

図形及び図形要素における検索キーワードの分類は、 初の 3 つのレベル（すなわち、

カテゴリー、ディビジョン及びセクション）において同一であり、図形要素の分類は第

４レベル（サブセクション）を有する。 TIPO は、分類の改正の参考にするため、ウ

ィーン分類を用いているが、本分類とウィーン分類とは似てはいるものの、いまだに差

異を有する。 
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・識別力を判断するための検索ツール 

Google（登録商標） 及び Yahoo（登録商標）は、審査官が通常新しいタイプの商標

の識別性を決定するために使用するサーチツールである。 
 
・新しいタイプの商標に関するデータベース蓄積と管理方法 

新しいタイプの商標は、そのタイプ別にデータ蓄積されている。管理方法は、通常の

商標と差異はない。 
 
・審査に使用する統計情報、審査情報の有無と内容 
特に統計情報は使用しない。 

 
 ④検索システム 

 台湾智慧財産局WEB サイトに商標検索システムがある。 
下記 WEB サイトを開くと、14 の検索システムが、画面上部に、文字で現れ、新しい

タイプの商標については、 後の「特殊型態商標査詢」をクリックすると、色彩、音、

立体各商標の出願データ、登録データの検索が可能。その他、検索キーワードとして、

出願人、商品／役務分類、登録番号、商標表示図形に基づく分類（大、中、小の３つの

分類で構成されている）等があるが、フリーキーワードによる検索は出来ない。 
 → http://210.69.13.192/TIPO_DR/index.jsp 
「特殊型態商標査詢」検索は上から、商標タイプ選択（上から、音、立体、色彩の順）、

出願検索、登録検索の選択（上から出願検索、登録検索･･･）、そして調査期間入力とな

る。一番下の、２つのボタンの左側を押すと、検索状態となり、一覧表による表示が現

れる。その画面で、表の上に５個のボタンが表示されるが、一番右のボタンを押すと、

商標の図案による表示となる。 
 

 ⑤審査資料 
  新しいタイプの商標について特別な扱いは特にしていない。 

 
⑥拒絶理由 
新しいタイプの商標出願の拒絶理由を通知する方法は通常商標と異なるものではな

い。引用商標の登録番号が確認され、拒絶の理由によりオフィスアクションが開始され

る。 
音の商標は、実際に識別性と類否性の理由に基づいて拒絶される。色彩商標は、実際

に識別性の理由に基づいて拒絶される。立体商標は、実際に識別性、機能性及び類否性

の理由に基づいて拒絶される 
 
 ⑦拒絶事例 
  「色彩」靴の底部分を赤とした商標は、識別力なしとして拒絶。  

理由：国内において広く知られているとは認められない。 

http://210.69.13.192/TIPO_DR/index.jsp
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「立体」集音器の形状（建築材料）は機能性を具えているため拒絶。 
 

 ⑧異議申立 
・証拠提出の方法と証拠様式 
 新しいタイプの商標についての特別な規定はない。 

 ・補正の可否、補正の提出方式 
  新しいタイプの商標についての特別な規定はない。 
 
（８）登録 
①権利範囲 商標図案に基づいて定められる。 
  商標の説明および/または見本は、商標図案を補完し、権利範囲を特定するのに役立

つ。さらに、楽譜又は数字譜で表示できない音商標は当該商標の説明と見本によって

特定することができる。 
 
②登録証記載事項 

  （別添T4 参照） 
 

（９）証明・閲覧 
 ①音声ファイルの閲覧方法 

音商標の場合、音声ファイルをTIPO に提出しなければならず、登録された音商標の

再生はTIPO の電気的商標検索システムの下で利用可能で、音声ファイルは、オンライ

ン官報のウェブサイトからダウンロード可能である。必要な場合は音商標の音声ファイ

ルの閲覧を請求することができる。音声ファイルは再生され、コピーされる場合がある。 
 

 ②原簿の認証謄本 
 新しいタイプの商標についての特別な扱いはない。 
 

（１０）公報・情報提供 
 ①公報 

種別（登録公報・公開公報） 
 音商標の公報のコピーを添付する(別添T5）。 
公報の仕様 

商標公報は紙及び電子形式の両方で有効である。しかし、紙公報は、2012 年 7 月 1
日から発行されない。XML データは商標公報に利用されている。 

新しいタイプの商標特有の事項 
音の商標を公表する方法は、WAVE 形式の音声ファイルを添付する。公表のために

特別な媒体は使用しない。 
 

掲載事項 
○登録番号及び登録日（登録の公告日） 
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○出願番号及び出願日 
○商標権者名および商標権者の住所（住所が国外の場合、商標権者の国籍のみ公報に

表示される） 
○代表者名 
○商標の種類及びタイプ 
○商標図案は色彩付きかあるいは白黒か 
○商標図案及び説明 
○指定商品/役務の分類及び名称 
○基礎出願の優先日及び出願国または官庁 
○商標が識別性を得ていることを示す記述 
○権利不要求に関する宣言 
○権利有効期間 

 
②商標閲覧 

 ・公報以外での新しいタイプの商標に関する商標閲覧 
何人も知財庁において商標登録のコピーを請求することができる。音商標の見本の

コピーを請求する場合は、TIPO はそのコピーを作成する。 
音はTIPO のウェブサイトで再生、又はTIPO のウェブサイトよりダウンロードで

きるので、未だCD へのコピー要求はない。 
 
（１１）統計 
 
・タイプ別出願・登録件数 (2004～ 2012.4) 

 出願 登録 
色彩 297 38
音 98 39
立体 1,175 463

 
・タイプ別異議申立件数 (2004～2012.4) 

 異議 
色彩 1
音 0
立体 9

 

・タイプ別審判件数(2004～2012.4) 

 拒絶査定不服審判 
色彩 33
音 19
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立体 83
 
・今後の出願件数をどのように予想しているか。 

新しいタイプの商標の保護は TIPO によって行われるが、TIPO は、取引現場にお

ける新しいタイプの商標の必要性についての調査を行っていない。したがって、今後

予想される出願件数は提供できない。 
（１２）審判 
①審判における証拠形態およびその提出方法について特徴的な規則の有無と内容 
 通常の商標と差異はない。 
 
②識別力や類否について審判や裁判から審査へのフィードバック 
 審判や裁判の決定が重要であり、かつ確立された意見の場合は、審査実務は、当該決

定に従うように修正される。 
 ある音の商標はエアコン、換気扇、空気清浄機等において識別性を獲得していたので、

登録された。その後、当該音の商標の権利者が人形類に関連して同じ音を商標出願した

が、指定商品に関連して使用されていなかったとして当該出願は拒絶された。このTIPO
の決定は査定不服審判等では支持されたが、IP 裁判所によって取り消された。 IP 裁判

所の意見は、当該音の商標が人形類との関係で使用されていないにもかかわらず、関連

する消費者が権利者の人形や玩具などを他人のそれと区別できる可能性がある場合、出

願は受け入れられなければならないということである。 TIPO は、この裁判所の決定

に従って当該出願を登録した。 
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(別添T1） 
非伝統的商標審査基準 

 

目次 

1.はじめに 

2.非伝統的商標 

2.1商標図案、記述および見本 

2.1.1商標図案 

2.1.2商標の記述 

2.1.3商標見本 

2.2 識別性 

2.3 機能性 

3. 立体商標 

3.1 定義 

3.2 立体商標の審査 

3.2.1 商標図案 

3.2.2 商標の記述 

3.2.3 識別性 

3.2.3.1 説明的な立体的形状 

3.2.3.2 慣用されている立体的形状 

3.2.3.3 その他、識別性を具えていない立体的形状 

3.2.4 機能性 

4. 色彩商標 

4.1 定義 

4.2 色彩商標の審査 

4.2.1 商標図案 

4.2.2 商標の記述 

4.2.3 識別性 

4.2.3.1 説明的な色彩 

4.2.3.2 慣用されている色彩 

4.2.3.3 その他、識別性を具えていない色彩 

4.2.4 機能性 

5. 音の商標 

5.1 定義 

5.2 音の商標の審査 

5.2.1 商標図案 

5.2.2 商標の記述および商標見本 

5.2.3 識別性 

5.2.3.1 説明的な音 

5.2.3.2 慣用されている音 
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5.2.3.3 その他、識別性を具えていない音 

5.2.4 機能性 

6. 動きの商標 

6.1 定義 

6.2 動きの商標の審査 

6.2.1 商標図案 

6.2.2 商標の記述および商標見本 

6.2.3 識別性 

6.2.4 機能性 

7. ホログラム商標 

7.1 定義 

7.2  ホログラム商標の審査 

7.2.1 商標図案 

7.2.2 商標の記述および商標見本 

7.2.3 識別性 

7.2.4 機能性 

8. その他の非伝統的商標 

9. 結合による非伝統的商標 

10.非伝統的商標と意匠権および著作権との競合関係 

10.1 意匠権との競合関係 

10.2 著作権との競合関係 
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1.はじめに 
近年、商業活動の発展は多様化し、マスメディアおよび広告デザインが目覚しい進歩を遂

げ、それに伴い、伝統的な商標の形態は実際の取引市場の需要に応えられなくなってきた。

そこで、商標の権益を保障し、不公平な競争が生じることのないよう、2003 年 11 月 28
日に施行した商標法では、立体、単一の色彩および音の商標の保護に係る規定を増訂し、

「立体、色彩および音の商標審査基準」を制定した。その後、世界各国は新たなタイプの

商標登録に対して開放を進めて、さらに多くの新形態の商標を受理するようになった。こ

の国際的な趨勢に対応し、業者の営業上の努力と成果を保護するため、2011 年 6 月 29 日

に改正・公布した商標法（以下、本法という）では、商品または役務の出所を識別できる

いかなる標識に対しても開放し、全て本法に基づく登録の保護対象とすることができると

した。また、商標は文字、図形、記号、色彩、立体的形状、動き、ホログラム、音など、

またはそれらの結合したものからなると例示したが(商 18)、商標保護の対象は、今後は列

挙されたものに限定するとはしなかった。そして、「立体、色彩および音の商標審査基準」

の名称を「非伝統的商標審査基準」（以下、本基準という）に改めて、その内容を増訂、修

正して適用するとした。 
商品または役務の出所を識別できるいかなる標識も全て、本法が保護する対象となり得る

ので、非伝統的商標は当然ながら、条項に例示された色彩、立体的形状、動き、ホログラ

ム、音の商標に限定はされない。その他、臭覚、触覚、味覚などによって感知できる標識

は、本法の識別性に係る規定に符合するならば、全て商標登録を出願して、本法による保

護を受けることができる。しかしながら、におい、触感、味などは視認できる商標ではな

い。その商標図案については、いかにして明確かつ正確なものとし、完全で客観性、持久

性があり、分かりやすい方法で表示することができるか、または文字による説明もしくは

商標見本の助けによって、いかにして商標権の範囲を確定できるか、また、第三者（特に

同業の競争相手）が登録公告によって、その登録商標およびその権利範囲を明確に認識で

きるようにするかについては、現在のところ、なおも解決を要する技術的問題がある。し

かも、世界でも登録され保護を受けている案件は極めて少ないので、本基準では本法で例

示している非伝統的商標の形態についてのみ説明を加えた。本法で例示していないその他

の非伝統的商標については、別途に節を設けて、その出願事項について概括的に説明する。 
本基準において引用する案例にはわが国および国外の商標登録案件が含まれているが、本

基準の叙述に合わせるため、関連する案例は商標の記述内容におさめるので、実際の登録

状況とは必ずしも一致しないことを予め述べておく。 
 
2.非伝統的商標 
商標発展の歴史に目を向けると、初期の商標の構成要素は文字や図形、記号またはそれら

を結合させたもののみであり、出願の際に商標図案をもって、商標を明確かつ完全に表示

できればよかった。しかし、商業活動が大いに発展し、市場競争が日増しに激化していく

と、消費者を引きつけ、買わせるため、商品や役務の販売方法を新たに次々と生み出した。

業者は商品の形態や包装容器に特殊な外観、音、色彩などを用いて消費者を引きつけ、そ

の製品を認識させて購入を促していった。こうして、立体、音、色彩の商標へと発展を遂

げ、今日では動的映像とホログラムもまた、商品や役務を識別する標識とすることが可能
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になった。これらは、この数年の間に現れた新たなタイプの商標である。伝統的な商標と

は形態が異なるだけでなく、出願時には商標図案のほかに、通常は助けとして商標の記述

および商標見本を添付しなければならない。そうしてこそはじめて、消費者が実際に接す

る商標を真に表示することができる。各国では、この種の商標をいかに出願すべきかとい

う問題を討論する際、これらを非伝統的商標（non-traditional marks）と称して、伝統的

商標と区別することが多い。そこで、本基準もまたこれを援用する。 
非伝統的商標の審査の重点には、商標の表現方式、識別性および非機能性などの分野を含

むので、以下ではその基本概念について、それぞれ説明する。 
2.1 商標図案、記述および見本 
商標図案、商標の記述および商標見本は全て、商標を表示する方法に属する。そのうち、

商標図案は商標を図形や文字によって表示するものである。その働きは商標を明確かつ完

全なものとし、客観的なイメージを付与することにあり、商標出願に係る権利範囲の主体

を決定する。したがって、本法では、商標図案は明確かつ正確なものとし、完全で客観性、

持久性のある分かりやすい方法で表示しなければならないと定める（商 19Ⅲ)。商標図案

は平面の静止した図案で商標を表示するが、非伝統的商標ではこの制約条件によって、出

願人がたとえ、力を尽くして商標図案を本法が規定する表示方法に符合させようとしても、

その商標図案と実際の商標の間にはなおも隔たりがあるのは避けられない。例えば、音楽

の性質を有する音の商標は五線譜を商標図案とするので、明確かつ完全で客観的な表示方

法という規定に符合するが、聴覚で聞き分ける音の商標本体とはなおも隔たりがあるので、

助けとして商標に関する説明（商標の記述）、およびその音声を記憶させた電子媒体（商標

見本）を必要とする。したがって、非伝統的商標の出願では商標図案のほかに、出願人は

通常、商標の記述および商標見本を添付する必要がある。それらによって、その商標を真

に表示して、商標の権利範囲を確定する助けとし、審査に役立てる(商施 14〜18)。商標の

記述および商標見本の性質は商標図案の補充であり、その目的は商標図案の審査を助ける

ことである。そのため、商標の記述および商標見本は商標図案と一致し、相互に参照でき

るものでなければならない。 
2.1.1 商標図案 
商標図案は商標の文字・図形による表示方法であり、願書の記載事項である。同時に、出

願日取得の必須事項でもある（商 19Ⅰ、Ⅱ）。伝統的な商標の出願では通常、一個の商標

図案のみで商標を明確、完全に表示することができる。非伝統的商標の場合、例えば見る

角度によって顕著な差異が生じる立体的形状や、連続的に変化する画像による動きの商標、

異なる視角によって異なる画像が生じ変化するホログラムなどは、全て 2 枚以上の図また

は画像を提出しなければ、前述の要件を満たすことができない可能性がある。このとき、

その商標図案は幾つかの図または幾つかの静止した画像によって共同で構成される。 
商標図案は商標本体を表示できるほか、商標の内容をより明確かつ正確なものにするため

に、商標を商品または役務に使用する方法、位置および様態なども商標図案に表記するこ

とができる。また、破線で表示する（商施 13Ⅱ）ものとしては、例えば、商標を商品に使

用する際の位置76、または色彩を商品に使用する際の方法77などがある。そのほか、商標で

                                            
76 米国登録第 2851315 号(2004 年に登録) 
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機能性を具えている部分もまた、商標図案に破線の方式で表示することができる。靴用ク

リーニングスポンジボックスを例に取ると、ボックス型の端にあるフックおよびボックス

本体の弧状のくぼみはそれぞれ掛けやすい、つかみやすい機能となっており、出願人は商

標図案でこれらの機能性の部分を破線で表示することができる78。 

                                                                                                                                        

  
商標の記述「The mark consists of a red stripe placed longitudinally along the middle of the heel of an 
item of footwear, partly covering the rear of the sole and partly the rear of the item of footwear. Any 
molding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristic are 
not part of the mark. The mark is lined for the color red.」 
OHIM 登録第1027747 号(2004 年登録) 

 
商標の記述「Red stripe placed longitudinally along an item of footwear partly covering the rear area of 
the sole and partly the rear area of the item of footwear. Any moulding seen on the sole or on the rear 
part of the item of footwear and/or production characteristics are not part of the trade mark.」 

77 登録第 939882 号 

 
78 米国補助登録第 4043502号 

 
商標の記述「本件は立体商標である。商標図案に示すごとく、靴用クリーニングスポンジで構成され、加

工した水滴の形状をしている。透明の外箱を含み、シリコーンを充填したスポンジが固定された基座をな

す。破線で示す弧状部分のくぼみおよび容器の端にあるフックは立体的形状になっており、機能性を具え

ている部分は商標の一部ではない」 

原文”Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a three-dimensional 
configuration of the applicant's shoe-cleaning sponge packaging, comprising a modified tear-drop shape 
with a clear cover that lifts off the applicator base to which the silicone-implanted sponge is affixed. 
The broken lines depicting the curved indentations on the concave edge of the container and the hook 
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商標図案において破線を用いて、商標を商品または役務に使用する方法、位置および様態、

商標が具えている機能性の部分を表示するときには、その破線の部分は商標の一部とはな

らない。そのため、商標が消費者に混同誤認させるおそれがあるか否かを判断する際には

考慮する必要がなく、権利不要求の声明に関する規定も適用しない。 
商標図案に含まれている、識別性または機能性を具えていない部分を破線を使用せず実線

で表示して、商標全体が識別性を具えているときには、これら、識別性または機能性を具

えていない部分については商標権の範囲に疑義が生じるおそれがあると判断すべきであり、

そのときには、権利不要求を表記するか、破線に改めて表示する必要がある。例を挙げる

と、実線を用いて、業者が通常使用する立体的形状を表示し(商標図案には、細首、丸瓶で、

ワイン製品に使用すると指定することを含む)、商標全体が識別性を具えているとき、その

識別性を具えていない立体的形状も商標権の範囲に対して疑義が生じるおそれがある状況

に該当すると判断されるので、権利不要求を表記するか、破線で表示しなければならない。 
2.1.2 商標の記述 
商標の記述は、商標本体およびそれを商品または役務に使用する際の状況についてなされ

る関連説明である（商施 13Ⅲ）。商標の記述の働きは、商標図案が商標を真に表示するの

を助けることにある。例えば、連続した図案から構成される商標は商標の記述を通じて、

その商標が指定商品に使用されるところまで説明する。動きの商標は、商標が動的映像だ

が、商標図案は静止画像なので、商標の記述は商標の動的変化の過程について説明して、

商標図案が表示できない連続的動作を補充しなければならない。 
商標の記述は主に、文字をもって商標本体を明確かつ詳細に説明することなので、非伝統

的商標の場合はその商標が属する形態を説明しなければならない。例えば、「本件は立体商

標であり、……」「本件は音の商標であり、……」とする。もし、商標を商品または役務に

使用する状況の説明で、商標の内容をさらに明確かつ正確に表示できるのであれば、商標

の記述において商標の使用方法を併せて説明するのが望ましい。例えば、「本件は色彩の商

標であり、赤、黄、赤がそれぞれ、三分の一の面積を占める色彩の組み合わせである。商

品容器の表面を上から下に向かって密接して配置されており、破線部分の容器の形状は商

標の一部とはならない79」とする。 
2.1.3 商品見本 
商標見本は商標本体のサンプルで、ホログラム商標のときは、商標見本はレーザー技術で

製作されたホログラムである。音の商標または動きの商標の場合は、その商標を記憶した

CD またはDVD などの電子媒体となる（商施 13Ⅳ）。商標見本の働きは、商標図案および

商標の記述を助け、商標を真に表示することにある。特に、動きの商標および音の商標で

は、実際の商標を再現して、商標を構成する全ての細部を明確にするために、出願人は商

標見本を添付して審査に利するようにしなければならない。その他の形態の非伝統的商標

については審査上、必要と認めたときに、出願人に通知して商標見本を提出させることが

できる。例えば、ホログラムが視覚の差異によって画像の変化が生じるならば、商品見本

                                                                                                                                        
at the top of the container are to indicate the functional elements of the configuration, which are not a 
part of the mark.” 

79 同注 2 
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を添付して、審査の助けとするのが望ましい。 
2.2 識別性 
商標は、商品または役務の出所を示す機能を具えていなければならず、具えていなければ

登録による保護を受けることができない。非伝統的商標も例外ではなく、商標の形態のい

かんによらず、識別性の判断基準に相違点はない (商 18、29Ⅰ)。但し、色彩、立体的形

状、動き、ホログラムおよび音などの非伝統的商標では、関連する消費者は通常、それを

装飾用の色彩や商品本体、その包装、商品の実用的な機能または装飾形状の提供、ラベル

偽造防止またはその他、商品または役務を売りさばくための方法などとみなし、それを目

にしたとき直ちに商品または役務の出所を示す標識だと判断することはあまりない。当局

は「商標の識別性審査基準」を定めてはいるが、非伝統的商標の審査においてもその識別

性の判断では原則として、本基準を優先して適用する。 
2.3 機能性 
機能性を具えた商品の形状または包装は産業全体の技術をアップさせ、また、社会に利便

をもたらすことができる。その機能性の設計が一人の人物の所有に帰属するならば、市場

を永続的に独占することになり、市場の公平な競争と技術進歩に不利益をもたらす。しか

しながら、保護を全く与えないならば、技術革新しようとする動機を損ずることもあり得

る。そこで、技術革新の奨励と公共利益の保護との衡平をはかるため、専利法は機能性の

商品に限定した保護期間を付与する。期間が経過すると、その発明は公共財となり、何人

も自由に利用できるようになる。商標法の主なる目的は、商品または役務の出所を示す機

能を具えた標識を保護することにあり、その標識は更新によって永続的に保護を得ること

ができ、期間の制限を受けない。但し、機能性を具えた商品の設計または特徴が商標とし

て登録することができるならば、その永続的な保護は同業者との公平な競争および社会の

進歩を阻害する。よって、このような状況が発生するのを避けるため、商標が商品または

役務の機能を発揮させるためにのみ必要ならば、登録することはできないとする(商 30Ⅰ
○1 )。 
機能性とは、特定の商品または役務の設計または特徴（例えば、商品の形状、商品の包装、

音、色彩またはにおいなど）を指し、商品または役務の用途または使用目的にとって欠く

べからざるもの、あるいは商品や役務のコストまたは品質に影響するものである80。機能

性には実用的な機能性と美的な機能性がある81。前者には商品の使用目的を達成する、ま

たは技術効果をあげるのに必要な特徴が含まれ、また、比較的安価に、もしくはより簡単

な製造方法で製品を生産できるのが特徴である82。後者は、実用的な機能性を具えておら

ず、商品または役務の機能を高めたり、そのコストを低減することはできないが、競争に

                                            
80 The Supreme Court has stated “‘[i]n general terms, a product feature is functional,’ and cannot serve as 

a trademark, ‘if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the 
article,’ that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant 
non-reputation-related disadvantage.” Qualitex v. Jacobson, 34 USPQ2d at 1163-64, quoting Inwood 
Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 214 USPQ 1, 4 n.10 (1982).  In re Vertex 
Grp.LLC, 89 USPQ2d 1694,1700 (TTAB 2009)からの抜粋。 

81 米国審査基準 1202.02(a)(vi) Aesthetic Functionality and Non-Traditional Marks 
82 オーストラリア審査基準 Part 21 Non-traditional Signs 3.4 Shape and functionality 
米国審査便覧1202.02(a)(v)(D) Ease or Economy of Manufacture in Functionality Determinations 
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有利なその他の特徴を明らかに具えている。そのため、競争に有利なその特徴は同業者に

も使用させるべきであり、一人が独占するのは望ましくない。例えば、黒く塗装した船尾

外付けモーターがある83。黒色はモーターの機能を高めるものではないが、どのような船

舶とも組み合わせが容易である。同時にモーターを多少小さく見せることができるので、

機能性も具えている。また、オレンジ味の薬84は病気治療にさらなる効果をあげることは

ないが、薬本来の味を隠すことができるので、美的機能性に該当する。 
美的機能性の概念はよく、商品または役務の装飾と混同されるが、実際のところ、両者の

概念は異なるので、区別する必要がある。前者では、その設計の特徴を使用するのは、一

定の機能を果たすのが目的である。後者では、純粋に装飾・美化のためにのみ用いるので

あり、その他の働きはない。前者では、その商標は商品または役務の機能を発揮するのに

必要である（商 30Ⅰ）ことをもって、その登録を拒絶する。後者では、その商標は識別性

を具えていないその他の標識のみで構成されている（商 29Ⅰ③）ことをもって、登録を拒

絶する。前者では同時に公益に基づいて考慮するので、出願人が取引で使用し、しかもす

でにその識別標識になっているからといって、後天的な識別性の適用を主張できるという

ものではない。たとえ、その登録がすでに 5 年を超えていても、商品または役務の機能を

発揮するために確かに必要であるならば、やはり、登録を取り消される可能性がある。後

者では、使用することによって後天的識別性を獲得できるので、登録を許可する（商 29
Ⅲ）。 
識別性と機能性は個別に判断を要する二つの事柄である。機能性を具えた商品の設計また

は特徴は、特許による保護を受けることによって市場で独占的に使用し、さらには後天的

識別性を獲得したとしても、機能性を具えているので、やはり、商標として登録許可する

ことはできない85。商品の設計または特徴については機能性を具えていないが、先天的な

識別性が欠けているので、後天的識別性を獲得したことを証明しなければならず、そうし

てはじめて商標登録することができる。したがって、審査時にはこの二つの事柄に対して

それぞれ判断を下さなければならず、もし、個別案件でその二つの事柄を構成する疑いが

あるときには、併せて出願人に通知して説明させなければならない。 
以下では本法で例示した各種の非伝統的商標の審査事項について説明する。 
 
3. 立体商標 
3.1 定義 
立体商標とは、三次元の空間で長さ、幅、高さによって形成された立体的な形状を指し、

関連する消費者が異なる商品または役務の出所を区別できるようにする標識である。立体

                                            
83 同注 1 
84 米国審査基準 1202.02(a)(viii) Functionality and Non-Traditional Marks 
85 米国審査基準 1202.02(a)(ii)  Purpose of Functionality Doctrine 

…In TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 34-35, 58 USPQ2d 1001, 1007 (2001), 
the Supreme Court reiterated this rationale, also noting that the functionality doctrine is not affected 
by evidence of acquired distinctiveness.  
Thus, even when the evidence establishes that consumers have come to associate a functional product 
feature with a single source, trademark protection will not be granted in light of the public policy 
reasons stated. Id. 



211 
 

商標として出願可能な様態には以下が含まれる。  
（1）商品本体の形状。 
（2）商品の包装容器の形状。 
（3）立体的形状の標識（商品または商品の包装容器以外の立 
体的形状）。 
（4）役務場所のインテリア設計。 
3.2 立体商標の審査 
3.2.1 商標図案 
立体商標の商標図案は立体的形状を表した図であり、立体的形状は六面体とする。簡単な

立体的形状では、一つの角度からの図によって立体的形状の全ての特徴を表示することが

可能である。このとき、商標図案はその単一の図となる。各角度によって外観の特徴が異

なるときは、商標図案がその立体商標を完全に表示できるように、商標図案は角度の異な

る何枚かの図となる可能性があるが、多くとも 6 枚までとする。出願後に、商標審査官が

必要と判断したときは、出願人に通知して、その他の角度からの図を補充させることがで

きる。出願人もまた、自発的に補充することができるが、補充後の商標図案の図は 6 枚を

超えてはならない。しかも、本来の立体的形状の保護範囲を拡大することはできない。も

し、補充したその他の角度からの図が本来の商標図案にない商標の特徴を表示しているな

らば、それは前に提出した商標図案とは同一の商標ではないので、商標図案は出願後、実

質的な変更を行うことができないという規定に違反することになる（商 23）。 
立体商標の内容をさらに明確かつ正確に表示するため、立体的形状を商品または役務に使

用する方法、位置および内容などもまた、商標図案のなかに破線で表示することができる

（商施 15Ⅱ）。例えば、車両用水タンクカバーの立体商標の場合、商標図案では破線を用

いて車体の外観を描いて、その立体商標を商品に使用する際の位置を表示することができ

る86。そのほか、商標において機能性を具えている部分は、商標権を取得できないので、

商標図案のなかに破線の方式で表示することもできる。それら破線の部分は商標の一部と

はならず、混同誤認のおそれを考慮に入れる必要はない。また、その際、その部分に対す

る権利不要求を表記する必要もない。 
商標図案中に含まれる識別性または機能性を具えていない部分を破線ではなく実線で表示

して、商標全体が識別性を具えているとき、これら識別性または機能性を具えていない部

分は、商標権の範囲に疑義が生じるおそれのある状況と判断しなければならないので、権

利不要求の表記、または破線での表示が必要となる。例えば、実線で業者が通常使用して

いる円筒形のジャム用瓶を表示して、ジャム製品に使用すると指定し、商標全体が識別性

を具えているとき、識別性を具えていないその立体的形状もまた、商標権の範囲に疑義が

                                            
86 登録第 1304194 号 
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生じるおそれのある状況と判断される。それゆえ、権利不要求を表記するか、破線に改め

て表示しなければならない。 
3.2.2 商標の記述 
出願人は商標の記述を提出して、立体的形状を説明しなければならない(商施 15Ⅲ)。破線

を用いて商標を商品または役務に使用する方法、位置または内容などを表示するときにも、

説明を加えなければならない (商施 13Ⅱ)。例えば、次のように記述する。「本件は立体商

標であり、商標図案に示すように、その外側全体は一つの八角形をなし、その八角形の外

側は角を取り除き、わずかに丸みを帯びるようにしてある。内部は空洞になっており、内

側は丸みを帯びている。上部先端は扁平になっており、八角形の 8 個の角には六角形のネ

ジが 8 個配置されている。六角形のネジには全て、真ん中に一本の溝がある87」「本件は立

体商標であり、商標図案に示すように自動車のフロントキドニーグリル型水タンクのカバ

ー一つである。破線部分は車両の形状であり、商標の一部とはならない88」 
出願の立体商標に、文字、図形、記号などの組み合わせ部分が含まれている場合、併せて

説明しなければならない(商施 15Ⅲ)。例えば、次のように記述する。「本件は立体商標で

あり、商標図案に示すように、上部に細い筋が波形に入っている曲線状の設計である。ま

た、デザイン化された『D』という文字一つとの組み合わせである89」「本件は立体商標で

あり、商標図案に示すように、香水またはオーデコロン用の瓶とキャップから構成されて

いる。瓶本体は透明で、内部にポピーの花がデザインされており、色は赤、黒、緑の組み

合わせ。瓶口に『KENZO』の文字が押圧されている90」 
立体商標図案中の識別性または機能性を具えていない部分を実線で表示した場合、商標権

                                            
87 登録第 1330698 号 

 
88 同注 10 
89 登録第 101430203号 

  
90 登録第 1472525 号 
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の範囲に疑義が生じるおそれがあると判断しなければならないので、権利不要求を表記し

ていない場合は登録することができない(商 29Ⅲ、30Ⅳ)。したがって、立体商標を出願す

るときは、権利不要求の表記については文字で明確に記述しなければならない。例えば、

商標の記述では、「本件は立体商標であり、商標図案に示すように、雄鶏の立体的形状を自

動車の頂部に使用して構成する。そのうち、自動車の形状の部分は商標権を主張しない」

と記載し、また、「本件の商標は自動車の形状部分に対する商標権を主張しない」と表明す

る。しかし、前述の権利不要求を表記しなければならない立体的形状を破線で表示するの

であれば、権利不要求を表記する必要はない。出願人が破線で表示した商標図案を補充す

るのは、商標図案の実質的変更にあたらないので、その出願日には影響しない(商施 24Ⅰ
④)。 
商標の記述と各図によって構成される商標図案は一致しなければならず、しかも、相互に

参照できるものでなければならない。商標の記述と商標図案に表示した立体的形状が一致

しないときは、商標図案を基準とし、出願人に通知して、期限までに補正させなければな

らない。 
3.2.3 識別性 
立体商標を登録できるようにするには、他の形態の商標と同じく、立体商標が商品または

役務の出所を示せるもので、消費者が他人の商品または役務と区別できるようにしなけれ

ばならない。 
立体的形状は従来の平面商標と比べると、識別性を具えるのは容易ではない。特に、立体

的形状が商品本体の形状または商品の包装容器の形状の場合、立体的形状が商品と不可分

であるか緊密な関連があるので、消費者の認識では通常、これを商品の機能を提供する形

状または装飾性を具えた設計とみなし、その形状を商品の出所を伝える情報とは判断しな

い。そのため、立体的形状の識別性を証明するのは平面商標より難しい。 
消費者の認識のほかに、商品の特性も考慮しなければならない。商品の特性により、その

多様化した設計が本来、常態化したものであれば、例えば、おもちゃの人形、照明器具、

衣服などの商品に関しては、消費者は通常、それを装飾的な造型であり、出所を区別する

標識ではないと判断する。商品の特性が消費者のその種の商品の選択に影響するときにも、

商標に対する注意度は一般的には、高価格、専門的または耐久財の商品であればあるほど、

例えばハイテク、医薬品などに対しては注意度が高まる。したがって、これらの製品の立

体的形状に対する注意度もまた、相対的に高まるので、商標が出所を区別する際の標識と

なる可能性はより高くなる。それに反し、消費者は低価格、日用品または非耐久財の商品、

例えば、石鹸などの商品に対する注意度はわりあい低い。これらの商品の立体的形状が極

めて独特なもので注目を集め、消費者の記憶に残りやすく、消費者の認識により、それが

すでに商品または役務の出所を区別する標識になっているのでなければ、識別性を具えて

はいない。 
このほか、業界が使用する状況もまた、重要な検討要素となる。その立体的形状が関連す

る業者によって通常採用されているならば、出所を区別する機能を具えていないので、識

別性を具えていないことになる。 
（1）商品本体の形状 
一般に、商品本体の形状は商品の機能性を果たす設計になっているが、特殊な商品形状は
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往々にして、商品への吸引力を高めるための装飾設計にすぎないことがある。そのため、

消費者は通常、それを商品の出所識別標識とはみなさないので、先天的識別性を具えてい

ない91。そこで、その商標が使用されることによって、すでに後天的識別性を獲得してい

るということを証明しなければならず、証明されてはじめて登録を許可することができる。 
但し、商品の形状が非常に特殊で、業界が通常採用している形状との相違が極めて顕著で

あり、消費者の予想を超えるほどその印象が強く、消費者にその顕著な差異が機能的また

は装飾的な設計ではないと判断させることができ、しかもその形状のみで商品または役務

の出所を識別できるならば92、その形状は商品の出所を示す機能を具えており、先天的識

別性を具えていることになる。何らかの商品の区分において、多様化した商品の形状設計

が本来常態化している場合、例えば、商品分類第 28 類の玩具商品、第 14 類の宝飾品およ

び第 11 類の照明器具などの商品に関しては、消費者は一般に、その商品の形状設計を商

品本体の形状の変化したもの、または装飾とみなして、商品の出所を識別する標識ではな

いと判断する。その商品の形状設計が業界の通常採用している形状と異なっていても、そ

れが先天的識別性を具えていると判断するのは容易ではない。 
（2）商品の包装容器の形状 
商品本体の形状と比べると、商品の包装容器の形状のほうが先天的識別性を具えている可

能性がある。但し、その包装容器の形状がよく見かける形状と差異が顕著で、消費者に強

い印象を残すほどでなければならず、消費者がこれを出所識別の標識とみなすことで、は

じめて識別性を具えることになる。商標が、関連する消費市場で通常採用している商品の

包装容器の形状のみで構成されているならば、商品の出所を識別する標識とすることがで

きないので、識別性を具えていないことになる。 
（3）立体的形状による標識（商品または商品の包装容器以外の立体的形状） 
商品または商品の包装容器以外の立体的形状による標識とは、商品または商品の包装容器

と関連のない立体的形状の設計を指す。これらの立体的形状が、商品または役務の提供と

密接な関連があるもの、例えば、ベンツのフロントに付けられたエンブレムの「 」、マ

クドナルドの入口に置いてあるマスコットのドナルド・マクドナルド、または鼎泰豊の店

先に置いてある小籠包型のマスコットキャラクターの場合、その識別性の判断基準は原則

として、平面商標と同じく、消費者に商品または役務の出所を識別させることができさえ

すれば、識別性を具えていることになる。立体的形状と商品または役務の提供が緊密に関

連していないもの、例えば、商品または役務の販促に単純に用いられる立体の人形やフィ

ギュアは、そのデザインが多種多様で次々と新たな製品が作り出されている。この場合、

指定する商品または役務の属性によって、消費者は通常、それを出所の識別標識とはしな

いので、後天的な識別性を獲得したことを挙証しなければならず、証明してはじめて登録

することができる。 
（4）役務場所のインテリア設計 
役務場所のインテリア設計とは、営業場所の全体的な外観と装飾のことである。その識別

                                            
91 米国審査基準 1202.02(b)(i) Distinctiveness and Product Design Trade Dress 
92 EU審査基準Part B Examination 7.6.2  Shape of the goods themselves 



215 
 

性の判断基準は商品の包装容器の形状と同じであり、平凡で新奇性のないインテリア設計

で出願しても、識別性がなければ登録することはできない (商 29Ⅰ③)。 
3.2.3.1 説明的な立体的形状 
立体的形状が、使用を指定する商品または役務の品質、用途、原料または関連する特性を

説明するもので、関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であることを認識さ

せることができなければ、登録することはできない (商 29Ⅰ①)。例えば、立体的な歯ま

たは目の形をした形状を歯科医院または眼科医院の看板に使用して、その医院が歯または

目の治療役務を提供することを説明するものとしても、登録することはできない。 
3.2.3.2 慣用されている立体的形状 
慣用されている立体的形状とは、業者が特定の商品または役務について広く使用している

立体的形状で、すでに一般大衆がしばしば目にし、周知となっているものを指す。業界で

も慣用され、広く知られているので、消費者が出所を識別できないということはなく、そ

ればかりか、一人の人間が独占排他権を取得して、公平な競争に影響を及ぼすことは回避

しなければならないので、その登録は許可しない(商 29Ⅰ②)。例えば、よく見かける、ワ

イン類に使用する首の部分が細く、本体が丸みを帯びている瓶の形状、ジャムや漬物に使

用する円筒型の瓶の形状、タバコに使用する長方形の箱の形状、チョコレートやキャンデ

ィ類に使用するハート形は全て、業界で通常使用する立体的形状である。 
慣用している立体的形状が一人によって専用されるならば、公平な競争に深刻な影響を与

える。よって、後天的識別性を証明する方式で登録することはできない(商 29Ⅱ)。 
3.2.3.3 その他、識別性を具えていない立体的形状 
簡単な幾何学的形状、営業場所の内装設計またはよく目にするディスプレーなどは、消費

者の認識では通常、商品または役務の出所を区別する機能を具えていない。例えば、一般

的なインテリア設計をレストランの役務に使用すると指定しても、また、営業場所でよく

見かける富をもたらすという意味を具えた招き猫をさまざまな小売役務に使用すると指定

しても、これらは識別性を具えていない。 
3.2.4 機能性 
立体的形状が商品または役務の用途もしくは使用目的にとって不可欠である場合、あるい

は商品または役務のコスト、品質に影響を及ぼすのであれば、機能性を具えている。立体

的形状が機能性を具えており、同種の商品または役務の競合で優位を占めるのであれば、

全ての一般業者に自由に使用させて、公平な競争を促進する助けとすることが可能である。

創始者が専利法によって一定期間、保護を受けることができるのを除き、特定の人物が商

標登録することによって長期間にわたり専用することはできない。それゆえ、機能性を具

えた立体的形状はたとえ、専利存続期間の独占使用によって、商品の出所を示す機能が生

じても93、やはり登録することはできない(商 30Ⅰ①)。 
機能性の具体的な検討要素は以下の通りである。 
（1）その形状がその商品の使用または目的を果たすために必須か否か 
「その形状がその商品の使用または目的を果たすために必須である」とは、その形状に代

替できるその他の形状がなく、その商品の使用目的を発揮するために必要であることを指

                                            
93 同注 10 
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し、他の競争相手に供して選択させることができる。例えば、円形はタイヤの設計におい

て唯一の選択である。それゆえ、円形の外観はタイヤの商標として登録して、特定の人物

が独占使用することはできない。また、縫い針は一方の先端が尖っていなければならず、

もう一方の先端は糸を通すことができる楕円形の穴からなるものでなければ、衣服を縫う

という使用目的を果たすことができない。その形状は衣服の縫製または補修という目的を

達成するために必須のものなので、その形状を出願して、特定の人物が独占使用したなら

ば、公平な競争に深刻な影響を与えることになる。これは、その機能を発揮させるために

必要なものなので、登録を許可しない。 
（2）その形状がある種の技術効果をあげるのに必要か否か 
立体的形状がある種の技術効果をあげるのに必要であるとは、その形状の主な機能の特徴

がそれを用いて特定の技術効果をあげるのみであることを指す94。例えば、扇風機の羽根

の形状は、特定の空気の流れを起こす効果をあげるために必要な形状である。それゆえ、

扇風機の羽根の形状は扇風機製品に使用すると指定して出願することはできない。そのほ

か、もし、特定の技術効果をあげることができる立体的形状の商標権を取得することで、

競合する同業者がその形状を技術面での解決法として選択する自由を制限し95、公平な競

争を妨害しようとするならば、同じ技術効果をあげることが可能なその他の代替形状があ

るとしても、その形状が機能性を具えているという拒絶理由に対抗することができない。 
立体的形状がある種の技術効果をあげるのに必要か否かについては、その形状がすでに特

許権または実用新案権を取得しているか否かを判断基準の一つとする。特許権または実用

新案権が存在することによって、その形状の実用的機能を明確に示すことができる。その

ため、その形状がある種の技術効果をあげるのに必要とする表面的な証拠となる。たとえ、

特許権または実用新案権の存続期間が過ぎていても、その形状が機能性を具えていること

を認定する妨げにはならない。もし、出願人が広告または販促キャンペーン中に、その立

体的形状が特定の機能を具えている、またはその形状がある種の技術効果をあげることが

できると明確に強調し、しかも、その説明が広告効果をあげるためだけに誇大に述べたの

ではないのなら、この事実をその立体的形状がある種の技術効果をあげるために必要か否

かを判断する証拠とすることができる96。このほか、競合する業者または業界の刊行物に

おける、その特定の形状または技術の特徴と同一または類似に関する広告および報道など

も、機能性を判断する際の参考とすることができる。  
（3）その形状の製作コストまたは方法はより簡単、安価または 
より良好か否か 
その形状の製作コストまたは方法が比較的簡単、安価または比較的良好で、いったん、そ

の形状を立体商標として登録することを許可したならば、商標の専用使用権を取得後、他

の業者はその商標の侵害を避けるために、製造コストが増加し、より難しい、またはより

劣る製造方法でその他の形状を製造しなければならなくなり、社会経済資源の浪費を招く

                                            
94 the essential functional features of that shape are attributable only to the technical result 
95 欧州裁判所PHILIPS案C-299/99；米国審査基準 1202.02(a)(v)(C) Availability of Alternative Designs in 

Functionality Determination 
96 米国審査基準 1202.02(a)(v)(B) Advertising, Promotional, or Explanatory Material in Functionality 

Determinations 
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ことになる。このように、不公平な競争をもたらすことは明らかであり、公益にも深刻な

影響を及ぼすので、その形状は機能性を具えており、登録することはできない。例えば、

クッキー製造の過程における、簡単な押し切り用の円形または長方形の形状が挙げられる。 
 
4. 色彩商標 
4.1 定義 
色彩商標は単純に色彩自体を標識とすることを指し、単一の色彩または複数の色彩を組み

合わせることができる。しかもその単一の色彩または色彩の組み合わせ自体はすでに、商

品または役務の出所を示す機能を具えている。文字や図形、記号と色彩が結合した商標は、

単純に色彩をもって商品または役務の出所を識別するのではなく、図形商標または文字商

標に属し、色彩商標ではない。 
4.2 色彩商標の審査 
4.2.1 商標図案 
色彩商標の商標図案は商標の色彩を表示していなければならず、また、破線をもって、そ

の色彩を指定商品または役務に使用する方法、位置または内容を表示することができる 
(商施 14Ⅰ)。その際、破線部分は色彩商標の一部にはならず、これについては商標の記述

において説明しなければならない(商施 13Ⅱ)。 
4.2.2 商標の記述 
出願人が提出する商標の記述では、一般大衆が呼称している色彩の名称を用いて、指定商

品または役務に使用する状況を説明しなければならない(商施 14Ⅱ)。例えば、次のように

記述する。「本件は色彩商標であり、商標図案に示すように、紫色はナットの非金属の内円

部分に使用する。破線部分は商品の形状を表示するもので、商標の一部ではない」「本件は

色彩商標であり、商標図案に示す色彩は、二種類の色調の緑色および三種類の色調の青色

による帯状の組み合わせである。左から右へ順に浅緑、緑、濃い青、薄い青、青などの五

種類の色彩によって構成されており、その比率は 20％、10％、15％、5％、50％となって

いる。固定した順序と比率を保つため、商品のサイズおよび使用スペースによって、図案

の大きさが変動する97」 
厳密な定義で色彩の登録保護を希望するならば、出願人はさらに、商標の記述のなかで、

特別に国際的に通用する色見本コードをもってその色彩を定義して、出願した色彩商標が

識別性およびその主張する権利の範囲を具えているか否かを具体的に認定してもらうこと

ができる。例えば、「本件は色彩商標であり、商標図案に示すように、緑色は色番号Pantone 
348C で、指定商品の小箱の蓋に使用する。破線部分の箱の形状は商標の一部ではない」

                                            
97 中華民国登録第 101420542 号 

 
米国登録第 3510155号 
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とする。 
4.2.3 識別性98 
色彩商標を登録できるようにするには、他の形態の商標と同じく、その色彩商標が商品ま

たは役務の出所を示して、消費者が他人の商品または役務と区別できるようにしなければ

ならない。 
色彩商標、特に単一の色彩は消費者の認識では多くが装飾的な性質のものなので、通常は

先天的識別性を具えていない。色彩を組み合わせた商標は、二種類以上の色彩の組み合わ

せなので、色彩の選択または比率の配分などに独自性があるならば、先天的識別性を具え

ている可能性は単一の色彩より高くなる。そのため、色彩の組み合わせに先天的識別性が

あり、消費者に商品または役務の出所を識別させることができるならば、後天的識別性を

獲得したことを挙証するまでもなく、登録することができる。但し、あえて言えば、色彩

を組み合わせた商標は図形によってデザインされた一般の商標に比べて、先天的識別性を

具えるのは容易でない。通常は後天的識別性を獲得したことを挙証しなければならず、証

明してはじめて登録することができる。 
後天的識別性の証明については、出願人が広告または販促のときに、特に特定の色彩を強

調した場合、例えば、「この特別な色彩を見分けてください」「この素敵な色彩を探してく

ださい」「オレンジ色の小箱を探してください」「特別な色彩」などにより、消費者にその

特定の色彩が商品または役務の出所を示す標識であると教え込むのであれば、商標の識別

性を証明するのは、より容易になる。このほか、色彩を指定商品または役務に使用する際

の使用量、使用期間の長短、販売状況、広告に対する支出、消費者調査リポートなどもま

た、色彩が識別性を具えているか否かを判断する際の検討要素となる。通常、単一の色彩

が使用によって後天的識別性を獲得するのは、色彩の組み合わせより難しい99。そのため、

出願人は、その単一の色彩を特定の商品または役務に用いるのは極めて例外である、また

は尋常な状況ではないことを証明するほかはない。 
4.2.3.1 説明的な色彩 
色彩が、使用を指定する商品または役務の品質や用途、原料、関連する特性を説明するも

ので、関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であると認識させることができ

ないならば、登録することはできない(商 29Ⅰ①)。例えば、色彩が商品の味を説明するも

のとして、赤色はトマト味またはイチゴ味を代表し、黄色がレモン味、緑がペパーミント

味などを代表することが可能ならば、赤色、黄色、緑色などをそれぞれ、トマトまたはイ

チゴ、レモン、ペパーミントの味に関連する商品に使用すると指定しても、当然ながら登

録することはできない。また、例えば、色彩をヘアカラー製品に使用する場合、通常はヘ

アカラーリング後の髪の色について説明するものなので、黒色、褐色、金色をヘアカラー

                                            
98 オーストラリア商標審査便覧 Part 21 Non-traditional Signs 4.5 

The Courts have determined that a single colour is unlikely to be inherently adapted to distinguish, 
whereas a combination of colours may have at least some degree of inherent adaptation. 
米国審査基準1202.05 Color as a Mark 
Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register 
without a showing of acquired distinctiveness under §2(f) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(f). 
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 211-12, 54 USPQ2d 1065, 1068 (2000). See TMEP 
§1202.05(a) and cases cited therein. 

99 EU審査基準Part B Examination 7.6.4.2 Single colours 
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製品において登録することはできない。 
4.2.3.2 慣用されている色彩 
慣用されている色彩には、業者が特定の商品または役務に対して広く使用している色彩が

含まれている。一般大衆が周知している色彩および商品本体の自然色は全て登録すること

ができない（商 29Ⅰ②)。例えば、「赤色」は消火器に慣用されている色彩であり、消火器

製品に使用すると指定されている。白色は牛乳製品本体の自然色であり、牛乳製品に使用

すると指定されている。薄褐色は麻縄やゴザの自然色であり、縄やゴザ製品に使用すると

指定されている100。 
慣用されている色彩の商標が一人の人物によって専用されたなら、公平な競争に深刻な影

響を及ぼすので、後天的識別性を証明する方式で登録することはできない(商 29Ⅱ)。 
4.2.3.3 その他、識別性を具えていない色彩 
色彩は往々にして、文字や記号、図形などと結合して、提供する商品または役務に使用さ

れるが、消費者は文字や記号、図形を抜き出して、単独で色彩を商品または役務の出所を

示す識別標識とみなすことはあまりない。しかし、商品自体またはその包装の外観の色彩

は通常、装飾的な美観を目的としており、業者が通常、あまり使用しない色彩が識別性を

具えているというわけではない。例えば、デンタルフロス製品は清潔でさわやかなイメー

ジを重視する。そのため、白色はこの種類の商品でよく使用される色彩である。黒色はた

とえ、業者があまり使用しない、またはあまり目にする色彩でないとしても、これをデン

タルフロス製品に使用するとして出願した場合、その黒色は商品自体の色彩なので、消費

者は単独で、その色彩を商品の出所の識別標識とすることはなく、商標の先天的識別性を

具えてはいない(商 29Ⅰ○3 )。 
4.2.4 機能性 
機能性を具えている色彩とは、使用を指定した商品または役務において、その使用目的や

技術効果を達成するのに必要な色彩、商品または役務のコストや品質に影響を及ぼす色彩

を指す。例えば、黒色を太陽エネルギー収集装置製品に使用すると指定したり、銀色を建

築用断熱材製品に使用すると指定するのは、黒色は熱を吸収しやすく、銀色は太陽光を反

射して物体自体のエネルギー吸収率を低めるからである。それぞれは太陽エネルギーの収

集装置製品または建築用断熱材製品が機能を発揮するために必要な色彩なので、公益性を

考慮して、登録できないとすべきである。そのほか、色彩は社会の一般通念によって、特

定の意味を表し、機能性を具えていることがある101。例えば、赤色やオレンジ色は一般に、

危険または警告のメッセージを表すとされている。そのため、交通信号機製品などでは機

能性を具えているので、登録を許可しない (商 30Ⅰ①)。 
 
5. 音の商標 
5.1 定義 
音の商標は、単純に音自体を標識とするもので、聴覚をもって商品または役務の出所を区

別する方法である。音の商標では、音楽的な性質のものを商標とすることができる。例え

                                            
100 オーストラリア商標審査便覧 Part 21 Non-traditional Signs 4.5.2 
101 オーストラリア商標審査便覧 Part 21 Non-traditional Signs 4.5.1 Colours conveying a generally 

accepted meaning. 
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ば、曲の一節や歌の一節などがある。非音楽的な性質の音、例えば、人のせりふやライオ

ンが吠える音声も可能である。しかも、その音自体はすでに商品または役務の出所を示す

機能を具えている。 
5.2 音の商標の審査 
5.2.1 商標図案 
音楽的な性質からなる音の商標は、商標図案では五線譜または数字譜で表示しなければな

らない。非音楽的な性質の商標は、五線譜や数字譜で表示することができないので、文字

をもってその音を明確かつ完全に説明しなければならない。それには音の商標が有する特

徴を含み、また、これを商標図案とする (商施 18Ⅰ)。例えば、「本件は音の商標であり、

人が大声でいう『がんばるぞ』によって構成される」「本件は音の商標であり、牛が石畳の

道を歩くひづめの音が二つと、その後に牛の鳴き声の一声（clip，clop，moo）から構成さ

れる」となる。音楽的性質と非音楽的な性質を具えた音の商標については、商標図案で音

楽的な性質の部分を表示し、商標の記述ではその間にはさまれるせりふやその他の非音楽

的な性質の部分を説明しなければならない。 
5.2.2 商標の記述および商標見本 
音の商標を五線譜または数字譜で表示する場合、出願人は商標の記述を提出し、文字で音

に関する説明を行わなければならない (商施 18Ⅱ)。商標が単純な楽音の場合、例えば、

「Nokia Tune」という商標では、商標図案自体で明確かつ完全に商標を表示しているので、

商標の記述では、「本件は音の商標であり、その音は商標図案に示す楽譜によって構成され

る102」と簡単に説明するだけである。しかし、商標が楽音および歌詞以外に、せりふやそ

の他の特徴がある場合は説明しなければならない。「Enrich your life 国泰世華銀行」とい

う商標を例に取ると、商標図案は楽譜からなる103。商標の記述は「本件は音の商標であり、

男声の重唱形式をもって共鳴感および豊かなイメージを表現する。商標図案に示す音符に

沿って『ENRICH YOUR LIFE』と歌う」とある。また、「万応白花油の歌」104の商標図

案は楽譜からなり、商標の記述は「本件は音の商標であり、児童の声で願書に添付した音

符のとおりに歌い、それに合わせて唱えることから構成されている。本件の音の商標の歌

                                            
102 登録第 1228260 号 

  
103 登録第 1280813 号 

 
104 登録第 1230329 号 
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詞は『僕には仲良しの友達がいる。いつでもどこでも僕のことを思っているよ。ララララ、

万応白花油。元気をつけ、頭をすっきりさせ、頭痛もなくなる。（せりふ：白花油！ 蚊や

虫にかまれても腫れないよ、イエー！）、ララララ、万応白花油』である」となっている。 
五線譜または数字譜で表示できない音の商標で、出願人が商標についてすでに文字で説明

しており、その性質が商標の記述に類似しているときは、別途に商標の記述を提出する必

要はない。 
音の商標は聴覚を利用して認知するものなので、音楽的な性質の商標がたとえ、楽譜また

は数字譜で明確かつ完全に商標を表示できるとしても、審査においては直接にその音を聴

くほうが容易である。非音楽的性質の商標においては、音見本による補充に頼ることにな

る。それゆえ、出願人は音を記憶させた電子媒体を添付しなければならない。その形式は

商標の主務官庁の公告に符合させて（商施 18Ⅲ）、審査に利するようにしなければならな

い。 
商標図案は商標の権利範囲を決定する主体であり、商標の記述（音楽的性質の商標の場合）

と商標見本は商標図案を助けて、商標の権利範囲を確定するものである。したがって、商

標の記述および見本は商標図案と一致しなければならない。出願人は出願時に、その商標

図案と商標の記述の正確性に注意を払って、保護を得ようとする商標の内容を間違いなく

表示することが望ましい。 
5.2.3 識別性 
音の商標を登録できるようにするには、他の形態の商標と同じく、その音自体が商品また

は役務の出所を示して、消費者が他人の商品または役務と区別できるようにしなければな

らない。音の商標は普通、業者の経営理念や商品、役務の特色を表示し、または広告に流

される背景音楽として、消費者の注意を引きつける。したがって、常日頃使用することで、

消費者はその音を特定の出所と結びつけることになる。このとき、その音にはじめて、出

所を示すという商標の機能が生まれるので、登録することができる。但し、音の商標が先

天的識別性を具えている可能性を排除しない。通常は単純なメロディー、キャッチフレー

ズやスローガンを読み上げる方法で出願するが、往々にして使用により後天的識別性を獲

得しなければならず、そうしてはじめて、登録許可を得ることができる。例えば、簡単な

音符にのせた「通信のよき隣人」というフレーズを携帯電話に使用すると指定したり、ま

たは一般的な歌や長すぎる曲などは原則として、後天的識別性を証明しなければならず、

証明してはじめて登録を許可される（商 29Ⅱ）。但し、高度な識別性を有する商標の簡潔

で短い音声は先天的識別性を具えていると判断される可能性がある。例えば、ソプラノで

歌う「Hi life、Hi life 萊爾富 」(コンビニエンスストア)、男声で歌う「YAHOO」などで

は、「Hi life」、「萊爾富」および「YAHOO」が高度の識別性を具えている言葉なので、消

費者はこの声を聴けば、すぐさま、その音声が特定の出所を伝えていると意識する。した

がって、商品または役務の出所を示す機能があり、先天的識別性を具えている。 
5.2.3.1 説明的な音 
音が使用を指定した商品または役務の品質や用途、原料または関連する特性を説明するも

ので、関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であると認識させることができ

ないときには、登録することができない(商 29Ⅰ①)。例えば、有名なクラシック音楽の一

節を音楽演奏に使用する役務や、ありふれた犬や猫の鳴き声をペット用品やペット医療に
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用いる役務などである。 
5.2.3.2 慣用されている音 
慣用されている音とは、業者が特定の商品または役務に対して広く使用している音で、す

でに一般大衆が周知しているものを指す。消費者はこれによって出所を識別することがで

きないばかりでなく、一人の人物が排他的な専用使用権を取得して公平な競争に影響を及

ぼすことを避けなければならないので、その登録を許可すべきではない(商 29Ⅰ②)。例え

晚ば、デパートがしばしば、歌手の費玉清が歌う「 安曲」で顧客に営業時間がまもなく終

了するのを知らせるが、これはデパートの役務で慣用されている音である。「乙女の祈り」

はゴミ収集車が流して、ゴミ収集中であることを告げる曲で、清掃業務の役務で慣用され

ている音である。「結婚行進曲」は婚礼の際に流される曲で、結婚式場での役務で使用され

たり、婚約時に招待客に配る菓子の「喜餅」にも利用されており、慣用されている音声と

なる。 
慣用されている音が一人の人物によって専用されたならば、公平な競争に深刻な影響を及

ぼすので、後天的識別性を証明する方式で登録することはできない。 
5.2.3.3 その他、識別性を具えていない音 
機械の操作に合わせて設定した音、例えば、小売役務でのレジスターの精算処理時のチン

という音、電子レンジで調理完了時のチンという合図音、携帯電話のベル音は原則として、

全て先天的識別性を具えていない105(商 30Ⅰ③)。このほか、幼稚園に係る役務での子供の

笑い声や、教育の場で、または娯楽や競技の際の歓呼の声や拍手の音など、消費者が出所

を識別する標識とすることができないものも、先天的識別性を具えていない。一般の歌や

長すぎる曲については原則として、商標が出所を示す機能を具えておらず、後天的識別性

を獲得したことを証明する必要があり、証明後にはじめて登録することができる。 
5.2.4 機能性 
音が商品または役務の用途や使用目的にとって不可欠である、または商品または役務のコ

ストや品質に影響する場合は機能性を具えているので、登録することができない (商 30Ⅰ
○1 )。機能性に係る音には、機械設備が正常に操作されているとき、自然に発する音が含ま

れる106。例えば、バイクやバイク用エンジンにおけるエンジンの音、カメラにおけるシャ

ッターのカシャという音は全て、機能性を具えている。このほか、救急車が発するサイレ

ンは救急車による搬送や救難支援の搬送に係る役務においては、警告の機能を具えている。

車両をバックさせる際に運転手に注意を促すために発する周波数の異なるピッピッという

音もまた、車両輸送製品では機能性を具えた音となる。 
 
6. 動きの商標 
6.1 定義 
動きの商標とは連続して変化する動的映像を指し、しかも、その動的画像自体はすでに商

品または役務の出所を示す機能を具えている。動きの商標が保護しようとするものは、そ

の動的映像が生み出す商業上のイメージ全体である。そこで、その動的映像全体に対して

                                            
105 米国審査基準 1202.15 Sound Marks 
106 オーストラリア商標審査便覧 Part 21 Non-traditional Signs 6.2.1 “Functional” sounds  
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商標権を取得することになるが、その変化過程において現れる文字、図形、記号などの部

分は単独で商標権を取得していない。もし、その文字や図形などの要素の商標権を取得し

ようとするならば、別途に一般的な文字や図形の商標を出願しなければならない。 
6.2 動きの商標の審査 
6.2.1 商標図案 
動きの商標は連続的な映像から構成されるので、商標図案は動的映像の変化過程を表示し

た静止画像となる。その映像変化の複雑度によって、その動的映像を明確かつ完全に表す

静止画像の枚数が異なる。単純な動的映像は 2 枚ないし 4 枚の静止画像で完全に表すこと

ができる。変化が複雑な動きの商標はさらに多くの静止画像を必要とし、そうしてはじめ

て完全に表現することができる。出願人は当局のデータシステムに合わせ、また審査の利

便を図るため動的映像の変化過程を表現できる静止画像を商標図案として６枚以下にしな

ければなりません。 
動きの商標の重要な特徴については、出願時に添付する商標図案中で明確かつ完全に表示

しなければならず、その後、出願人が補充するその他の静止画像は、出願時に提出した商

標図案に包括されるので、その補充は出願日に影響しない。もし、その後に提出したその

他の静止画像が原商標図案にない商標の特徴を表示しているならば、前に添付した商標図

案とは同一の商標ではないので、商標図案を提出後に実質的変更を行うことはできないと

いう規定に違反することになる（商 23）。 
6.2.2 商標の記述および商標見本 
出願人は商標の記述を提出して、順序に沿って動的映像の連続的な変化過程を説明しなけ

ればならない(商施 16Ⅱ)。その記述は明確かつ詳細でなければならず、これらをもって商

標図案で表すことのできなかった連続的動作を補充する。このほか、その動的映像を構成

する静止画像の枚数を明示する必要がある。例えば、次のように記述する。「本件は動きの

商標であり、商標図案に示すように、大人の片手および子供の片手の動的映像から構成さ

れる。画像は 4 枚からなり、一枚目、二枚目の画像では、大人の手と子供の手が徐々に近

づき、三枚目、四枚目の画像では大人の手と子供の手がふれあい、握り合う107」「本件は

動きの商標であり、商標図案に示すように、2 枚の画像からなり、人差し指と中指をハサ

ミのように連続的に開閉させる動作で構成される108」 

                                            
107 米国登録第 3181051 号 

 
商標の記述「The trademark consists of an image of a man's hand and a child's hand which appear in 
sequence, whereby the man's hand and the child's hand converge in the positions illustrated in the top 
left and right figures, and the man's hand and child's hand touch and clasp in the positions illustrated 
in the bottom left and right figures respectively.」 

108 ベルギー登録第 bx520574 号 
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動きの商標は連続して変化する動的映像であり、商標見本の助けによって、動的映像の全

細部を真に表示することができる。それゆえ、出願人は動的映像を記憶させた電子媒体を

添付し、そのファイル形式は商標の主務官庁の公告に符合させて（商施 16Ⅱ）、審査に利

するようにしなければならない。 
6.2.3 識別性 
動きの商標を登録できるようにするには、その他の形態の商標と同じく、その動きの商標

が商品または役務の出所を示して、消費者が他人の商品または役務と区別することができ

るようにしなければならない。 
動きの商標や、電子製品の特定のソフトまたは機能を起動し、開くとき、待ち時間に現れ

る動的画面、またはマルチメディアを利用した動画広告については、消費者は通常、それ

らの動的映像を商品または役務の出所を直接示す標識とみなすことはないので、原則とし

て先天的識別性を具えてはいない。但し、使用することによって、消費者がその動的映像

を特定の商品または役務の出所と結びつけることはあり得る。そのときにはその動的映像

にはじめて出所を示す機能が生じるので、後天的識別性を有することになる。図形又は文

字を含む動きの商標に係る高度の識別性に関しては、例えば、この動的映像を初めて見た

とき、映像に係る商業の形態が識別できるのみならず、指定商品或は役務に係る標識とし

て識別できることから、先天的識別性を有することになる。 
事例 

 
マイクロソフト社のコンピュータに関連する商品にこのマイクロソフト社の図形商標とし

て広く使用していることから、高度の識別性を備えていることといえる。マイクロソフト

社が映像を通じて、この図形を商標として、コンピューターソフトウェアを発表する映像

を消費者に見せたとき、この映像から、マイクロソフト社であることを特定され、指定商

品又は役務も識別できることは、先天的識別性を有することという。 
伝統的商標においては、単純な幾何学的図案または装飾的図案は通常、識別性を具えてい

ないという理由で登録を拒絶される（商 29Ⅰ③）。但し、動きの商標においては、その動

的変化の過程自体が一定の商業的イメージを伝えており、かつ、すでに消費者がそれを商

標と認識したものでありさえすれば、識別性を具えていると認定することができる。例え

ば、動きの商標が一つの光環の動的変化の過程によって構成されるもので、その光環の出

現とともに、その輝度が暗いものから明るくなり、光環が完全に姿を現した後、また徐々

に暗くなってゆく。その光環は一つの単純な環だが、動的変化の過程を消費者が目にして

出所を識別する標識であると認識したときには、登録することができる109。 

                                                                                                                                        

  
109 米国登録第 3983647 号 
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動きの商標の識別性の判断に関しては、動的映像の時間の長さおよびその複雑度などを考

慮することができる。一般に、時間が長すぎるか、商業効果や内容が多すぎるフィルムは、

商標の識別性を具えていると認定するのは難しい。このほか、使用を指定した商品または

役務の関連業者が動的映像を運用して、商標として推進している状況もまた、消費者がそ

れを商標と認識しているか否かの検討要素とすることができる。 
動的映像が、指定した商品または役務の品質や用途、原料、産地の描写または関連する特

性の説明からのみ構成されている場合、例えば、商品の洗浄効果を展示するフィルム、商

品の組み立てに係る動的フィルム、運動や技術・工芸に係る指導フィルムなど、あるいは

業者が特定の商品または役務について共同で使用する動的映像、例えば、ミルクパウダー

を熱湯に溶かすのを撮影したフィルム、単純に茶園やコーヒー園を表したフィルムなどは、

関連する消費者にそれが商品または役務の識別標識であると認識させることができないの

で、登録することはできない（商 29Ⅰ①)。 
6.2.4 機能性 
動的映像が表現する内容が、商品または役務の用途や使用目的に不可欠である、または商

品または役務のコストや品質に影響を及ぼすものならば、機能性を具えている。例えば、

時を告げる時計における振り子の往復動作から、時計であると識別できる。自動車製品に

おける車のドアの垂直開閉動作から、自動車の関連商品であると識別できる。これらの動

的映像は公益に基いて考慮し、後天的識別性の獲得による登録を許可することはできない。 
7. ホログラム商標 
7.1 定義 
ホログラム商標とは、ホログラムを標識とするもので、しかも、そのホログラム自体がす

でに、商品または役務の出所を示す機能を具えているものを指す。ホログラムは 1 枚のネ

ガフィルムに同時に数枚の映像を収める技術（ホログラフィー）を利用したものなので、

立体的な映像を表現することができる。幾つかの画面または一つの画面でもよく、しかも、

見る角度の違いによって虹彩の変化が見られる。ホログラムは普通、紙幣やクレジットカ

ード、その他、価値のある製品の安全、偽造防止に使用され、また、商品の包装や装飾に

も利用される。 
ホログラムには二種類の状況があり得る。一つは視角に合わせて変化するものではなく、

単一の画像のみである。この画像は視角が変わると光と影が生じる。もう一つは視角の差

異によって、画像が変化していくもので、これは複数の画像が生じる。 
7.2  ホログラム商標の審査 
7.2.1 商標図案 
ホログラム商標の図案とは、ホログラムを表示する図である。ホログラムが単一の画像の

場合、1 枚の図を添付する。ホログラムが視角の差異に伴って、異なる画像が生じ変化す

                                                                                                                                        

 
商標の記述「Color is not claimed as a feature of the mark. The mark is a motion mark consisting of a 
flashing circle. As the circle appears, the lines become clearer, and a circle takes form before 
disappearing again. The entire cycle has a duration between 3 and 4 seconds.」 
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るときには、画像の変化を表示する 4 枚以下の図を提出して、そのホログラム商標を完全

に表示しなければならない。ホログラム商標が視角の差異によって異なる画像が生じる場

合、これらの画像は単一の商業的イメージを生み出すものでなければならない。もし、そ

の後に提出した、その他の角度からの図が原商標図案にない商標の特徴を表す場合は、前

に添付した商標図案とは同一の商標ではないので、その際、商標図案を提出後は実質的な

変更を行ってはならないという規定に違反することになる（商 23）。 
7.2.2 商標の記述および商標見本 
ホログラム商標の図案はホログラムの画像の特徴のみを表示するので、往々にしてそのホ

ログラム効果を完全に表示することができない。それゆえ、出願人は商標の記述を提出し

て、そのホログラムを説明しなければならない。例えば、ホログラム商標は、商標図案に

示すように、見る角度の変化に伴い、ホログラム効果である虹の色彩も変化する場合、「本

件はホログラム商標で、商標図案に示すように、見る角度の変化に伴い、ホログラム効果

である虹の色彩も変化する」と表現できる。商標の図案は、３D 効果又は、視覚により、

画像が変化する現象を呈したとき、この商標に３D 効果又は視覚による図案の変化を説明

する詳細の記載を提供しなければならない。 
「本件はホログラム商標であり、黒を背景に青色のVIDEO FUTUREという文字がある。

また、青色の球体が 3 個浮かび上がり、その球体には白色を使ったVF という文字が表示

されている。球体同士は青色の波状の筋で相互に結びついている110」となる。ホログラム

が視角の差異によって画像に変化が生じるのであれば、それぞれの図の変化状況を説明し

て、出願したホログラム商標が主張する権利範囲を明確に認定できるようにしなければな

らない。 
審査において必要と判断したときには、出願人に通知して、商標見本を提出させることが

できる。特にホログラムが視角の差異によって異なる画像が生じ変化する場合は、商標見

本を提出して審査に利するようにするのが望ましい。 
7.2.3 識別性 
ホログラムはホログラム効果を具えた標識であり、伝統的な平面商標と異なるところは主

に、ホログラムはホログラフィーによって色彩の変化が生じる、または立体的画像を生み

出すということである。さらには、視角の違いによって、異なる画像を表示することが可

能である。しかし、原則として、ホログラム審査の重点は伝統的な平面商標と異ならない。

その識別性の判断では「商標の識別性審査基準」を適用して、図案中の識別性を具えてい

ない事柄が商標権の範囲に疑義を生じさせるおそれがあるか否かを判断しなければならず、

しかも、権利不要求を必要とするならば、「権利不要求の審査基準」を適用して判断を下さ

                                            
110 OHIM 登録第 2117034号 

  
商標の記述「The letters VF in white on blue spheres, the name VIDEO FUTUR in blue on a black 
background.」 
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なければならない。ところで、ホログラムは多くが偽造防止安全機能に用いられており、

消費者の認識もまた、同様である。したがって、ホログラムを商標として登録するには、

消費者がこれを商品または役務の出所とみなしているのであって、偽造防止機能を具えた

ラベルまたは商品の装飾にすぎないと見ているのではないことを証明しなければならない。 
7.2.4 機能性 
ホログラムはホログラフィー効果を具えた標識であり、その審査の重点は原則として、伝

統的な平面商標と同じであることはすでに述べたとおりである。したがって、機能性はホ

ログラムの審査の重点にはならない。もし、個別案件において機能性に関する疑義がある

ときには、機能性の定義によって判断しなければならない(本基準 2.3 を参照)。 
 
8. その他の非伝統的商標 
本法に例示していない非伝統的商標を出願するには、出願人は商標図案を添付しなければ

ならない。商標図案が商標を明確かつ完全に表示することができないならば、商標の記述、

さらには商標見本を提出して審査の際にその権利範囲を明確に特定させ、また、第三者が

登録公告によって登録商標およびその権利範囲を確認できるようにしなければならない。 
位置商標を例に取ると、伝統的な平面の文字や図形の商標、新たなタイプの色彩や立体の

商標は全て、商品または役務の特定位置に使用することが可能である。もし、その位置が

商標識別の重要な特徴であり、その文字や図形、色彩、立体的形状をその特定位置に用い

ないと、商品または役務の出所を示す機能を喪失する可能性があるならば、位置商標の性

質を具えていることになる111。例を挙げると、靴のかかとの中央の位置から靴底に向かっ

て表示された赤色の帯状の場合112、その赤色の帯状のものはその特定の位置から離れると、

その識別性を失う。位置商標を出願する際、商標図案では破線を用いて商標を使用する商

品または役務での位置を表示し、また、商標の記述では商標本体およびその使用方法、位

置などを詳しく説明しなければならない。例えば、次のようになる。「本件は位置商標であ

り、靴のかかとの中央の位置から靴底に向かって表示された赤色の帯状のものによって構

成される。破線部分は靴の形状を表し、商標の一部ではない」 
におい、触覚、味などは視認できる商標ではない。その商標図案をいかにして明確かつ正

確なものとし、完全で客観性、持久性のある分かりやすい方法で表示できるか、あるいは、

文字による説明、商標見本の補充を助けとして、いかにして商標を明確かつ完全に表示で

きるかについては、単純に文字による描写をもって商標図案とするフィージビリティを排

除しないにしても、審査および公告の作業技術面でなおも困難がある。ところで、これら

                                            
111 登録第 1185658 号 

 
商標の記述「本件の色彩商標は紫色であり、ナットの非金属の内円部分に使用する。図案中の破線部分は

商品の形状を示し、本商標の一部ではない」 
112 同注 1 
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においや味、触覚113など認知可能な標識をもって商品または役務の出所を区別するとして

も、審査時にはいかにして、商標見本の添付を要求して、それと商標図案との間で相互参

照できるようにし、それによって保護を求める対象を確認するか。当局にあっては審理手

続きの細かい規則を公告するまで、審査時には個別案件において提出された商標図案、商

標の記述および商標見本などの関連資料について、本基準の関連規定を準用して審査を行

わなければならない。 
その識別性と機能性の審査については、本基準の規定を準用しなければならない(本基準

2.2；2.3 を参照)。においを例に取ると、商品自体のにおいとしては、香水製品に使用を指

定する花の香り、調味料またはフラワーティーに使用を指定するハーブの香り、そのほか、

商品の香り付けによく使用するものとして、食器洗剤や衣服洗剤に添加されるレモンやか

んきつ類の香りがあるが、全て識別性を具えていない。商品自体の嫌なにおいや鼻を刺す

臭いを隠すために用いるものについては、例えば、漂白剤の鼻を刺す臭いを隠すレモンや

ラベンダーの香りは機能性を具えており114、全て商標として登録することはできない。 
 
9. 結合による非伝統的商標 
非伝統的商標には、結合という方式で出願される状況もある。商標の表示方法は原則とし

て、視認できる部分は商標図案に表示し、視認できない部分は商標の記述によって説明を

加えることになっている。但し、視認できない部分が音楽的性質の音の商標のときには、

五線譜または数字譜の商標図案でその音を表示しなければならない。そのほか、その商標

                                            
113 米国登録第 3155702 号 

 
商標の記述「The mark consists of a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine. The 
dotted line in the drawing is not a feature of the mark but is intended to show the location of the mark 
on a typical container for the goods; the dark/lower part of the container drawing shows the mark. The 
stippling in the drawing is not a feature of the mark, but a representation of how one type of velvet 
covering may appear in visual form. The mark is a sensory, touch mark.」 
米国登録第 3896100号 

 
商標の記述「Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a leather texture 
wrapping around the middle surface of a bottle of wine. The mark is a sensory, touch mark.」 

114 オーストラリア審査基準Part 21 Non-traditional Signs 7.2.1 Scents not adapted to distinguish 
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の形態によっては商標見本を添付しなければならない。審査の際、参考とする見本を必要

とすると判断するときには、出願人に通知して、商標見本を提出させることができる(商施

13Ⅰ)。よく目にする、音と動きの商標が結合された商標を例に取ると、商標図案ではその

動きの連続した静止画像を表示し、音の部分はその動的映像を構成する静止画像の個数お

よびその画像の変化過程などの細部を併せて、商標の記述において説明しなければならな

い。例えば、「本件は音と動きの結合商標であり、音は約 2 秒間続く激しい爆発音、それ

に伴う動的映像は一つの星の光である。商標図案は 4 枚の画像からなり、画像 1 から画像

4 まで、その星の光が小さいものから徐々に大きくなり、その後、徐々に小さくなってい

く115」となる。また、音を五線譜または数字譜で表示することができるときには、商標の

記述を次のようにすることも可能である。「本件は音と動きの結合商標である。動的映像は

……から構成され、それは 4 枚の画像からなり、画像 1 から画像 2 までは……。動的映像

に伴う音は五番目の図が示す楽譜によって構成される」 
結合式非伝統的商標の識別性および機能性に関しては、その組み合わせの部分は本基準の

判断原則によって審査を行うことができる。その結合商標全体が識別性を具えている場合

は、商品または役務の出所を示す機能を具えている。しかしながら、その組み合わせの部

分または構成要素が識別性を具えておらず、しかも商標権の権利範囲に疑義が生じる状況、

もしくは機能性を具えている状況に該当するならば、権利不要求を表示するか、商標図案

に破線で表示しなければならず、そうしてはじめて登録を許可することができる。 
 
10.非伝統的商標と意匠権および著作権との競合関係 
10.1 意匠権との競合関係 
商標がその機能を発揮するために必要な場合は、登録することができない。主に、技術性

および機能性を具えた創作においては専利制度によって保護しなければならず、特許権の

存続期間が満了後は、何人であれ、その技術を自由に利用して、技術の発展を促進させる

ことができる。一方、意匠権とは、物品の形状、模様、色彩またはそれらの組み合わせに

関して、視覚を通して訴える創作を指し、技術や機能の創作には該当しない。市場の公平

な競争に影響する可能性はあるが、実用新案権と特許権が具えている実用的な機能性と比

べると、その影響力は低い。そのため、非伝統的商標、特に立体的形状は同時に、商標法

                                            
115 オーストラリア登録第 907230 号 

  
商標の記述「The trade mark consists of a combination of a sound and a moving image. The sound is a 
high-pitched ping sound of approximately two seconds in duration and the accompanying image is a 
star that gradually increases and then decreases in size. The changing nature of the star is exemplified 
by the representations attached to the application form. The sound and accompanying image are as 
recorded on a video tape accompanying the application.」 
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と専利法の保護を得ることが可能である。但し、重要なことはその外観のデザインが商標

による保護を受けるには、商品の出所を示す機能を具えていなければならないことである。

このほか、意匠権を取得した立体的形状の設計は、その権利期間中は排他的に使用するこ

とができるが、その立体的形状が識別性を具えていないならば、その排他的使用によって、

本来、識別性を具えていない立体的形状の設計が識別性を獲得することはない。そもそも、

立体的形状の設計が識別性を具えているか否かは意匠権を取得する要件ではない。すなわ

ち、識別性を具えていない一つの立体的形状の設計は、その設計上の創意によって意匠権

を取得できるにすぎず、これによってさらに識別性および商標権を取得するのは不可能で

ある。但し、以下の場合はこの限りではない。その意匠権者が挙証して、その先天的識別

性を具えていない製品の形状設計を出願人が使用し、しかも、取引においてすでに出願人

の商品を示す標識となって、他人の商品と区別できることを証明した場合、商標取得の第

二層の意義に基づいて、後天的識別性を具えているものは、その登録を許可する(商 29Ⅱ)。 
10.2 著作権との競合関係 
わが国の著作権法の立法目的は著作者の著作に係る権益を保障し、社会の公共利益を調和

させて、国の文化的発展を促すことである（著 1）。これは商標法の立法目的とは異なる。

著作の使用は極めて広く、商品または役務の出所を識別する商標として使用する可能性が

ある。そのため、立体的形状や動的映像、ホログラムなどが同時に商標法と著作権法の保

護要件に符合するならば、商標権と著作権を同時に取得することができる。 
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(別添T2） 
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（別添T3） 
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 貳、優先權聲明（申請同時未檢送該國政府證明受理之申請文件者，應於申請日次日起 3 個月內補正）

優先權日：民國 年 月 日 

首次申請國家（地區）： 

案 號： 

參、申請人（共 人）（多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視 

身份種類填寫，未填寫的部分可自行刪除） 

（第 1 申請人） 

國 籍： 中華民國 大陸地區（□大陸、□香港、□澳門） 外

國籍：    

身分種類： 自然人 法人、公司、機關、學校 商

號、行號、工廠 

ID： 

姓名： 姓： 名： 

優先権主張の宣言 

優先権日：民国 年 月 日 

第一出願国（地区） 

出願番号

出願人 
第一出願人 

 

 肆、代理人（未設代理人者， 此處免填）（多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填

寫） 
 

ID： 

姓名： 姓： 名： 

地址： 

聯絡電話及分機： 

傳 真： 

E-MAIL： 

 

代理人 

 
 
 
 
 
 



234 
 

 伍、 指定使用商品／服務類別及名稱 

◎未填寫商品／服務名稱者，無法取得申請日。 

◎請具體列舉商品/服務名稱，不得填寫『及不屬別類之一切商品/服務』或『及

應屬本 類之一切商品/服務』。 

◎請依指定類別順序填寫商品／服務類別、名稱、組群代碼，不知組群代碼者，

得不填 寫。 

◎關於指定使用商品／服務之類別及名稱，請參考並查詢本局局網公告資料，或

電洽商 品及服務諮詢人員。 

商品/服務類別名稱檢索網址http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html 
商品及服務諮詢人員名單查詢網址： 

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1163&guid=777f6df4-89ee-4b7f-8b22-a1bd8213e4a8&lang

=zh-tw 

類別：商標法施行細則第 13 條第 類商品／服務。
 

 

類別： 商品／服

務 

名稱： 
 

 

組群代

碼： 類

別： 

商品／服務名稱： 
 
 
 

組群代碼： 
 

（商品欄位不敷使用時，請依相同方式另頁順序填寫，並註明以附表方式附於本頁之後。） 

 
 

 陸、簽章及具結（多位申請人 時，應將申請人及代表 人簽章部分複製後依序 簽章） 
 

本申請書所填寫之資料係為真實。 本申請書所填寫之資料確係申請人提 

供，據申請人稱：該等資料均為真實。 
 

 

 申請人簽章    代表人簽章   代理人簽章  
 
 
 

備註：本案另涉有他案時，請於備註欄內填明。 

本案需俟註冊第 號商標爭議案確定後，再行審理。  

其他： 

指定使用商品/役務の区分および名称 

区分 

署名捺印および提出 

 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1163&guid=777f6df4-89ee-4b7f-8b22-a1bd8213e4a8&lang=zh-tw
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附件：請檢查應附文件是否齊備，並於□勾註所檢附之文件。 

商標圖樣浮貼一式 5 張。（商標圖樣非以五線譜、簡譜表示者，免貼圖） 

優先權證明文件（□附中譯本）。 委

任書（□附中譯本）。 已取得識別

性之具體事證。 

載有本件聲音之.wav 檔光碟片。 

其他證明文件。 

添付資料がそろっ ているこ と を確認し 、 □にチェ ッ ク を入れてく ださ い。  

 
 



236 
 

附 表 

商標圖樣浮貼處 
 

 

5 張浮貼處 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

說明：一、本表請「浮貼」商標圖樣 5 張。（商標圖樣非以五線譜、簡譜表示者，免貼圖） 

二、商標圖樣應以堅韌光潔之紙料為之，請勿採用相片紙，以免褪色或無法黏貼。 

 

添付資料 

商標図案貼りつけ用紙 

5 枚を下記に 
貼りつけてくださ
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（別添T5） 

註 冊(登録)  商標公報 中華民国95年9月16日 

Registration TRADEMARK GAZETTE Sep. 16.2006 
 

 
註冊商標第01228260(登録番号)披申請案披 : 093040509(出願番号) 33巻018期  095.09.16商

標固様(商標図案) :    (墨色)   (聾音) 申請日期: 093.09.01（ 出願日）  
商標名稿（ 商標名） :   Nokia Tune 
商標権人（ 商標権者）  :  芥蘭商諾基亜公司 

NOKIA CORPORATION 
芽闘 

代理人:謝樹璽 
権利期間:   095.09.16 - 105.09.15 

 
 

 
 
 
 

貼此開始播放 本件聾音商標係由下列音
符組成:   r e 、d 、f# • g# ' c# ' b 、d 、e 、b 、a 、c  r • J # .及e 、aJ   。依商標法第 23 候 第 4 項規定
核准。 

 

商品或服務類別:商標法施行細則第13保第009類（ 商品又は役務の区分： 商標法施行細則第13条第009類）  

商品或服務名稲 : 記録或再生之装置設備 ;自動販買機及硬幣機等機器設備;牧銀機 ，計算機 ，資料慮理設備及電脳
; 滅火器及消防設備 ;  電話 ，無線電話 ，衛星電話 ，電信用之封閉式(内部)電脳網路終端機，博真機及護報機;智
慧型電話，即指具有博送資料、聾音 、影像和聯結、存取網際網路 ，及寄送 、接収博真和電子郵件功能者;付費電話
，公用電話;使用於行動電話之天線、電池 、電池充電器 、電瀬供臆器 、行動或汽車電話機之外殻、外蓋 、爽子 、行
動/汽車電話之捕帯袋(盆)或皮套;個人数位慮理機 (PDA)  .電脳;行動電話固定座或放置座 ;行動電話用巣
上型放置座(架) ;  婆克風 ;  蹟音器 ;揚聾器 ;  頭戴収謹話器 ;作為行動電話配件之免持聴筒 、頭戴牧謹話器 ;  行
動 或汽車電話之萎克風 ，櫨音器，揚聾器 ;供行動通訊設備使用於車輔上之組件 ' 包括天線、天線博輸轄接線 、天線
轄 接(壁頻)器 、電穂 、耳機 、免持萎克風 、音響噺帆 、車用充電器 、数捜電鏡及電線;興電話連為一間之電話
放置座 (架)    .  電子盤底(頻)器続(線) . 電話電続(線)  .萎克風，横音器，揚聾器及電池充電器;用於資料、
聾音 、 影像 、電視影像之記録 、儲存、博送或再生之装置設備，即指基地贋播電台'包括定向天線 、電子基地控
制器、指向 天線 、微波無線電、存取節貼、電信用途之開閥、伺服器、路由帯、数位智慧ード 、数線機 、多工器 ;  電子
電績及光繊 電積 ;  電子資料輸出入装置 ，即指可以慮理蹟播 、衛星 、{専真、電話見、電信 、網路、紅外線、電視遊戯及
電脳資料信 披及博送聾音、影像 、電視影像、多媒惜或資料之終端機、接牧機 、護送器 、解砺器 、無線電牧議機;
数捜慮理設備 

， 即数位信披訊息慮理器; 電脳 ;用於終端機関経由通訊網路或系統以鹿理聾音 、影像、電視影像或資料之電脳軟髄 
及程式 ;  用於電脳網路、電話網路上以加強及促進其使用及聯結存取殻能之電脳軟髄 ;  用於一般資料庫管理用途之電 
脳軟髄; 供使用者安全地経由全球電脳網路及電信網路在電子商務交易領域中下訂車及付款之電脳電子商務和行動電 
話商務軟髄; 通訊領域中之電脳及行動電話訓練及産品支援之軟開 ;  執行電脳維護工作之電脳工具軟開 ;  電脳遊戯軟 
龍 ;  娯楽領域中製作音紫、電影、動童 、電子書、遊戯等之電脳軟髄及程式 ; 通訊網路元件之電源 ，即電池和電源
供 臆器;嬰電器及中継器 ，即指信披蹟大器(機)或中継慌大器(機)  ; 多媒惜系統 ，即指在通訊領域中供使用者
博送 

、散怖資訊及互動式文字、影像、録影和聾音之軟髄 ，供電脳、衛星、有線電線和/或陸地接収器、天線 、開閥及鼓 
動機用之多媒憧終端機;行動電話之蛍幕、顕示器;使用者界面組件，即指鍵盤、電脳小型鍵盤、浪輪鍵、按銀、開 
閥面板及蛍幕;用於管理和執行無線電信装置之電脳軟髄及程式;用於経由全球電脳網路和全球通信網路進行存取 、
捜尋、索引、湖質、引導及揮、取資訊和資料之電脳軟髄及程式; 博遜及接牧簡訊 、電子郵件和過鴻非文字資料之電脳 
軟骨豊及程式;類比式及数位式資料 、聾音、影像及録影通訊 、無線電話機及接収機 ; 行動電話之電子遊戯軟髄 ;  照相 
機，即指撮影照相機 ，数位照相機，電影撮影機及描影機;電子金融交易系統及装置 ，即指智慧晶片(未)及智慧晶

片(ード)請取機 ;  計算機; 為通訊目的使用於通訊装置上之-F片 ，即指電脳(資料)記憶ヤ，電脳数擾機示片和電脳 
博真教捜機ード片;電子出版品' 即指存録在電脳儲存媒介(記憶)龍上之電脳使用者手冊 ;  空白聾音及影像録影帯 ， 
録音帯 ， 光礁片;  録製有音柴、電影 、動輩 、電子書 、電動遊戯之聾音及影像録影帯 、録音帯 、光牒片; 音像及録
影 帯 ， 未式磁帯 ， 数位録影唱片 ( DVD)  .  録影光牒片 (VC D )  .光牒片， 雷射唱片， 光牒儲存
機 .MP3 播放器 
，光牒記録器，随聾聴;電幌;頭戴式耳機.，壁筒望遠鏡 ;  太陽眼鏡;爽鼻眼鏡;滑鼠塾;立惜音響装置配備 ， 即指 
立髄聾接収器'横大機(器)  ;光牒片、mp3 播放器、迷{ 示光牒 ( MD) 随聾聴及揚聾器(哨lれ) 

 
 
 
 
 

 
2-1-2-239  



各国・地域別新しいタイプの商標の調査結果一覧（資料）

ドイツ イギリス ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 台湾 韓国 ペルー チリ

法制度・運用

(1)商標の定義
商標法第3条（識別性）

商標法第8条（写実的表現）

商標法第1条（写実的表示、識
別性）

商標法第17条の規定

商標法第40条の規定

商標法第2条第1項の規定 商標法第18条の規定

商標法第19条の規定

商標法第2条の規定 アンデス共同体決定第486号第134条
の規定

商標法第19条の規定

(2)出願要件
①商標の特定方
法と権利範囲

商標法第8条
写実的に表現された商標表示。

商標法第1条
写実的に表現された商標表
示。

商標法第40条
写実的に表現できることが法律上
求められている。

出願商標が新しいタイプの商標で
ある場合、保護を求める標章の写
実的表現および詳細な説明は、精
密であることを要する。

写実的に表現された商標の表示
（商標図案）と当該商標図案を補
完するための「見本」（音声ファ
イル、動画ファイル）及び／又は
説明が必要である。

出願書の「商標の写実的表現」
欄の記述により特定される。音
声ファイルやにおいの標本では
特定されない。

基本的に写実的に表現された商標表
示（商標図案）により特定される。
これは新しいタイプの商標のみなら
ず通常商標も同様である。

音響商標は、商標名、写実的表示
及び提出された商標見本（デジタ
ル録音）によって特定される。

②出願日認定

商標法第32条及び第33条
①出願人を特定する情報
②商標の写実的表現
③指定商品・役務の特定
要旨変更を伴わない補正は出願日
の繰り下げなし。

商標法第32条第2項及び第33
条第1項
①商標登録の願書
②出願人の名称及び住所
③商標登録を求める商品又は
サービスの陳述
④商標の表示

写実的表現と明確な説明によって
商標を特定する。最も重要な要素
は、書面による説明と商標の表現
の組み合わせ。

商標法第5条
「写実的表現」の提出が必要。手
続補正により写実的に表現された
表示が提出された場合には、出願
日は、その提出日となる（出願日
の繰り下げ）。

商標法第19条
出願人、商標図案及び使用を指定
する商品又は役務を明記した願書
を商標主務官庁に出願することに
より出願日が得られる。

商標法第9条第2項

以下の4項目の要件を満たす願書
の提出により出願日が認定され
る。
①商標登録の意志表示
②出願人情報
③商標の明確な写実的表示
④商品区分、指定商品名

アンデス共同体決定第486号第140条
①商標登録を受けたい旨の表示
②出願人情報
③商標の複製
④指定商品又は役務の指定
⑤知財庁への手数料支払証明

回答なし。

（3）登録要件 ①識別性

商標法第3条「抽象的識別性」及

び第8条に「具体的識別性」の規
定があり、実務上、識別力に欠け

る商標については、第8条を根拠
に拒絶する。

商標法第3条「登録の絶対的登

録拒絶理由」第1項(b)に「識別
性を欠いている商標」の規定
あり。通常の識別力の審査に
おいては、「識別性」等に基
づく異議申立てがなされない
限り、当該商標の使用実績や
セカンダリーミーニング獲得
状況は考慮しない。

通常商標と新しいタイプの商標に
適用される識別力の判断のテスト
に一般的な差異はない。

シンガポールにおいては、通常商
標に関する判断基準と新しいタイ
プの商標に関する審査基準の間に
違いはない。識別性に関しても同
じテストが適用される。

新しいタイプの商標と通常商標と
において、識別性の決定に差異は
生じない。新しいタイプの商標に
ついての審査基準があり、識別性
についての記載あり。

判断は通常商標と異なり、使用
による識別力が必要とされる。

審査基準第8条に、通常商標及び
新しいタイプの商標の識別性に
関する記載あり。

判断において通常商標との差異はな
い。

識別力・類否判断に関し、音の商
標と通常商標とでは異なる取扱い
はない。

②セカンダリー
ミーニング

商標法第8条第3パラグラフに規定
あり。セカンダリーミーニング獲
得の立証方法としてはアンケート
結果が有用である。

商標法第3条但書の規定によ
り、使用の結果、後発的に識
別力を獲得した商標について
は例外的に商標登録を認めて
いる。新しいタイプの商標は
識別力が低いことから、使用
によるセカンダリーミーニン
グ獲得を立証することを求め
られる場合が多い。

識別力及び使用による識別力の獲
得については、オーストラリア商

標法第41条第5項と第6項に規定が
ある。セカンダリーミーニングの
獲得は、オーストラリア国内での
評判が重要である。

商標が、出願日前に、シンガポー
ルの大衆の心理において、特定の
取引者の商品又はサービスの出所
として認識されるようになったこ
とを示す証拠を提出しなければな
らない。

商標法第29条第2項に規定されてお
り、全てのタイプの商標に適用さ
れる。セカンダリーミーニングを
示すための証拠は、自国の関連す

る消費者が商品/サービスの出所を
示すものとして認識していること
を示さなければならない。

韓国における使用実績の証明が
必要である。認められるための
必要要件は相当期間の使用実
績、指定商品の生産・販売量、
広告の実施期間・回数等の証明
などである。

使用による識別性獲得を立証する証
拠に関する規定や基準はないが、過
去の行政裁判において、市場占有
率、使用による影響力・使用される
地域の範囲・使用期間、宣伝・広告
量等に関する証拠及び聞き取り調査
結果が考慮された。

セカンダリーミーニングが認めら
れる条件として、知的財産法に従
い、国内市場における使用を通じ
て識別力を獲得するに至ることが
挙げられる。この条件は通常商標
と新しいタイプの商標共に適用さ
れる。

③機能性の判断

商標法第3条第2項に規定されてい

る。商標法第3条はすべてのタイ
プの商標に対応する。

判決例：2006年10月5日
TASTMARKE事件

商標法第3条第2項に規定され
ている。実務上、機能性の要
件は、立体商標についてのみ
審査する。

オーストラリア商標法には、機能
性に関する直接の規定はない。特
定者に商標の独占の妥当を審査官
が判断し、独占適応性が無い場
合、機能的な商標として取り扱わ
れ、識別力なしとして登録を排除
する。

機能的な商標の登録を排除する条
文や審査基準は立体形状以外特に
なく、ホログラムが機能的であっ
ても、通常の登録要件さえ満たし
ていれば商標となり得る。

商標法30条第1項第1号に規定され
ている。機能性は通常商標にとっ
て判断基準でない。しかし、新し
いタイプの商標にとって、機能性
は通常審査される。

機能的な商標の登録を排除する

条文として商標法第7条第1項第

13号がある。また、審査基準27
条に機能的な商標に関する規定
が示されている。

アンデス共同体決定第486号第135条
(d)に規定されている。立体商標とし
て保護される位置商標やトレードド
レスは、この拒絶理由に該当して拒
絶される可能性がある。

音の商標について、機能的な商標
に関する情報、判例はない。

④類否判断

商標法第9条第1パラグラフに規定
あり。この規定は全てのタイプの
商標に適用される。類否判断は通
常審査段階では審査されず、異議
申立があった場合に審査官により
判断される。

商標法第5条に規定あり。　新
しいタイプの商標の類否判断
は、通常商標と同じく、商標
同士の外観･称呼・観念を比較
し、全体の印象をもとに判断
する。

商標法第44条第1項(b)及び第2項(a)
に規定されている。
通常商標と新しいタイプの商標と
に適用される類比判断のテストに
差異はない。

商標法第8条に規定されている。
通常商標に関する判断基準と新し
いタイプの商標に関する審査基準
の 間 に 違 い は な い 。

商標法第30条第1項に規定されてい
る。
通常商標と新しいタイプの商標に
おいて、類否性の判断に差異は生
じない。

商標法第7条第1項第7号に規定が
ある。通常商標と新しいタイプ
の商標とで原則としてクロス
サーチは行わない。

新しいタイプの商標は、通常商標の
ようなデータベースが存在しないた
め、担当審査官が全ての先行登録商
標と出願商標との類否判断を個別に
行う。

類否判断に関し、通常商標と新し
いタイプの商標とでは異なる取扱
いはない。

商標法第13条第2パラグラフに調
整規定あり。他人の周知な著作物
を商標出願した場合は「不正目
的」出願であるとして絶対的拒絶

理由（商標法第8条(2))で拒絶され
るだろう。

商標法第5条第4項に規定され
ている。他の権利の権利者

（例えば著作権法第5条第4項
(b)を根拠に）から異議申し立
てされた場合、審査されるこ
とになる。

誤認混同に基づく理由を含め、多
くの理由で拒絶査定となる。出願
人が著作権を持っていない場合、
出願人はその商標の所有者でない
との理由により拒絶理由が発せら
れる。

他人の歌詞等を用いた楽曲など、
明らかに著作権を侵害していると
思われる音の商標や動きの商標に
ついては、シンガポール商標法第

8条第7項(b)に基づき拒絶される。

著作権、意匠権等他の権利との調

整規定がある（商標法第30条第15
号）。

商標法第53条に規定されてい
る。
商標に他人の著作権が含まれて
いる場合、通常商標と同様に審
査段階では他人の著作権を考慮

しないが、商標法第53条により
規制される。

アンデス共同体決定486号第136条(f)
において、他人の著作権等知的財産
権を侵害する商標については、当該
他人から同意を得ない限り、登録を
することが出来ない。

音の商標が他人の歌詞等を用いた
楽曲など、明らかに著作権を侵害
していると思われる場合は、その
出願は他人の著作権のとの混同を
理由に拒絶される。公開された音
商標に他人の著作権との問題が発
生した場合、著作権者は当該商標
にたいして異議申立できる。

運用

（5）出願受付

①電子出願の願書
様式、添付資料（電
子ファイルの型式と
容量制限）
②書面出願の願書
様式、添付資料

願書様式は、電子出願と書面出願
で共通に使用できる。

音声ファイル形式：WAVEもしく

はMP3、走査周波数44.1khz以
上、解像度16ﾋﾞｯﾄ、容量制限は音

の場合1MB。

電子出願はUKIPOのウェブサ
イトにおいて、オンラインで
出願を行う。

書面出願は願書様式TM3を用
いる。

願書様式は書面出願及び電子出願
の双方で使用される。
添付資料の容量制限は特にない。

電子出願は、ウェブページにおい
てオンライン出願を行う。書面出

願は様式TM4を使用する。当該様
式は通常商標及び新しいタイプの
商標双方で使用される。

電子出願と書面出願の願書形式は
同一である。
電子ファイルの形式は以下のとお
り。

音声:WAVE方式（MP3は不可）

動き：MPEG、AVIファイル

出願願書様式は第4書式。当該様
式は電子出願及び書面出願双方
で使用できる。音ファイルは、

MP3,WAV,WMAの形態で、容量

制限は3MB以内である。

新しいタイプの商標の出願様式は、
通常商標の出願様式と同じである。
電子データファイルの容量制限はな
い。

願書様式は書面出願及び電子　出
願双方で利用できる。電子出願
は、インターネット　を用いたオ

ンライン出願及びCD-ROM及び磁
気ディスクによる出願が認められ
ている。

（4）他の権利との調整
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③願書の補正：補正
許容範囲、補正が
あった場合の出願日

原則として、出願後の商標の変更
は不可。商標の表現が様式に合致
しない場合は追加シートの提出が
必要である。写実的表現の補正は
不可。出願後に許容される補正は
原則として指定商品･役務の減縮
補正のみ。

電子ファイル等を出願日の
後、補正、追完可能。指定商
品・役務の限縮補正は認めら
れる。出願時に「写実的表
現」要件が満たされていない
場合、拒絶理由通知等で補正
の要請を受け、これに従って
補正すると、出願日は補正提
出日に繰り下がる。

商標見本か商標の説明のいずれか
が提出されている場合には、出願
日は認定されるが、出願日以後に
説明を付加する補正は要件が厳し
いため、そのような出願は拒絶に
なる可能性が高い。

出願後に認められる補正は以下の
とおり。

(1) 明らかなミスの訂正

(2) 同一性または重大な特徴に大
きな影響を与えない場合。

補正は商標の同一性に実質的に影
響を与えず、又は対象である商品
又はサービスを拡大しない場合に
限られる。

最初の商標出願の要旨を変更し
ない範囲内で指定商品及び商標
を補正することができる。

審査期間中いつでも、商標について
重要な変更を加えるような補正、あ
るいは指定商品または役務を拡大す
る補正を除いて、補正を行うことが
可能である（アンデス共同体決定第

486号第144条）。

出願の補正は査定通知の受領前ま
でに実施することができる（例え
ば、商標のタイプ）。
さらに、指定商品及びサービスの
減縮はいつでも可能である。

④商標見本
・においの標本、音声
ファイルの保管方法
・ホログラムの現物が
見本として提出された

場合の扱い

電子データメディア（CD等）
は、出願の包袋の中に保管され
る。

音声ファイルは出願の包袋に
物理的に保管しておくのみに
おい商標の標本は保管方法に
ついての定めもない。

「におい」、「音」、「ホログラ
ム」商標については商標の見本は
要求されない。

登録簿が電子的であることから、
現物（ホログラム、匂いの標本、
音声ファイル等）が見本として提
出されたとしても保存しない。

音商標はWAVE形式の音声ファイ

ルを保存媒体（CD等）に保存して
提出。台湾知財庁のウェブサイト
にて聴取できる。

願書の「視覚的表現」の欄で商
標の特徴を説明すると共に音声

ファイル、においサンプル、5枚
以内の画像データを提出する。

音商標は、オーディオファイル形式

（CD形式が一般的）で商標の複製
の提出が必要である。商標局のコン
ピュータデータベースに保存され
る。

回答なし。

(6)方式・実体審
査

①商標見本と説明
文の整合性審査

説明と見本とが不一致の場合、出
願人へその旨通知し、是正を求め
られる。

商標見本と説明文が不一致の
場合、拒絶理由が通知され、
是正を求める。是正された場
合、原則として、是正された
日が出願日になる。

不一致がある場合、審査時に拒絶
理由通知が出される。不一致が小
さい場合は、一致させるための補
正は認められる。

不一致の場合、補正を要求され
る。商標の詳細な記述及び文書に
よる説明の補正は要旨を変更する
ものであってはならず、許容され
る補正の範囲は極めて軽微なもの
に限られる。

不一致場合は、商標図案に合わせ
る補正は可能である。

整合していない場合は、出願書
の要旨を変更しない範囲での補
正が可能である。

公報掲載のために簡単な説明を記載
する必要があるものの、説明文に不
備があったとしても、拒絶理由ある
いは補正命令の対象とはならない。

商標見本と提出された音声ファイ
ルが異なっていた場合は、オフィ
スアクションを発行し、出願人に
上記の不一致を解消するよう要求
する。

②審査体制：新商標
専門の審査官による
審査体制か

新しいタイプの商標専門の審査官
は存在せず、通常の商標と同様
に、指定商品・役務別に担当分け
された審査官が審査を行う。

専門の審査官はいない。必要
に応じて、特許の審査に「機
能性」等の質問を行うことは
ある。

専門の審査官はいない。新しいタ
イプの商標に対する専門知識が必
要な場合には、その道の専門家に
依頼するシステムある。

新しいタイプの商標を担当する決
まった審査官のグループは存在し
ない。

専門の審査官はいない。審査官が
方式・実体審査の両方を行ってい
る。

新しいタイプの商標の審査のた
め、別途審査官を選定してい
る。

専門の審査官はいない。音商標の方
式審査にあたっては音楽大学などに
判断を依頼する。

音の商標の為の専門審査官はいな
い。また、音の商標に関し、業務
の外部委託は行っていない。

③審査手法

通常商標の審査と同様に、商標法
および商標規則に則って、識別力
や類否判断の審査を行う。その判
断基準も通常の商標に関するもの
と同じである。

通常商標の審査と変わらな
い。

類似の判断について、音と文字、
動きと静止図形、などクロスサー
チを行う。それぞれ出願された商
標図案に基づいてコード番号を付
し、それに基づいてクロスサーチ
が行えるシステムである。

通常商標と差異はない。音・に
おいについては、他のタイプの
商標との間でのクロスサーチは
行わない。

方式審査において、写実的表現と音
声ファイルが一致するかの確認につ
いては、国立音楽学校、ペルーカト
リック大学の音楽科に判断依頼する
ことができる。

・類否判断に使用し
ている検索の具体的
手法及び検索キー
の種類

一般的に、全体観察で類否判断を
行う。図形商標調査に関しては
ウィーン分類（ウェブサイトあ
り）を使用する。

特別な類否判断用検索手法や
検索キー及び識別力を判断す
るための検索ツールもない。

通常商標と一体となった検索シス
テムを利用。

検索システムは、検索タームとし
て商標のタイプを選択することに
より類似商標の検索を実施する。
「検索キーワード」の入力は不
要。

類否判断に使用している検索の具
体的手法及び検索キーの種類の詳

細は「5-2.各国別調査結果・台湾

編」(7)方式・実体審査の欄を参
照。

新しいタイプの商標に関するデータ
ベースがないため、先行商標との類
否判断では、登録された全ての商標
と出願商標との類否判断を審査官が
データベースを用いずに行う。

・識別力を判断する
ための検索ツール

辞書・技術用語辞典･インター
ネット等である。

通常商標と同様にその商品・サー
ビスに関連した刊行物と、イン
ターネットサイトで検索を行う。
民間データサービスも利用。

Google 及びYahooは、審査官が通
常新しいタイプの商標の識別性を
決定するために使用するサーチ
ツールである。

・新商標に関する
データーベース蓄積
と管理方法

通常商標と同じ。 新しいタイプの商標に関するデー
タ、あるいはその審査に関するや
り取りを蓄積・管理していない。

データベース蓄積については、

CD、DVDやアナログメディアで保

管している。商標局ではMP3と
WAVE形式を受け入れている。

④検索システム

審査官は、異なる種類のデータ
ベース、辞書、参考資料、専門家
の文献又は技術出版物を使用す
る。

通常商標と同じである。 検索システムは、通常商標用のも
のと一体となっており、審査官
用・ユーザ用それぞれ存在してい
る。

 台湾知的財産局・WEBサイトに商
標検索システムがある。「音」、
「色彩商標」、「立体」商標の専
用検索項目がある。

韓国特許庁が提供しているデー
タベース及び民間企業のデータ
ベースにより通常商標と同様に
調査を行うことができる。

審査のために特別に導入したソフ
トウェアや機器はない。

⑤審査資料

通常商標と同じ。 通常商標と同じである。 新しいタイプの商標について特別
な扱いは特にしていない。

「5-2.各国別調査結果・チリ編」(7)
方式・実体審査の欄を参照。

⑥拒絶理由

拒絶理由通知をオンラインデータ
ベースで閲覧することはできな
い。

通常商標に同じだが、新しい
タイプの商標は「写実的表現
でない」、「識別力がない」
等の拒絶理由が発せられる。

絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理
由について審査が行われる。

拒絶理由を通知する方法は通常商
標との差異なし。引用商標の登録
番号が確認され、拒絶の理由によ
りオフィスアクションが開始され
る。

絶対的拒絶理由及び相対的拒絶
理由について審査が行われる。

絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由
について審査が行われる。

商標見本と提出された音声ファイ
ルが異なっていた場合は、オフィ
スアクションを発行し、出願人に
上記の不一致を解消するよう要求
する。

⑦拒絶事例

「5-2.各国別調査結果・ドイツ

編」(7)方式・実体審査の欄を参
照。

「5-2.各国別調査結果・イギリ

ス編」(7)方式・実体審査の欄
を参照。

「5-2.各国別調査結果・シンガ

ポール編」(7)方式・実体審査の欄
を参照。

「5-2.各国別調査結果・台湾編」(7)
方式・実体審査の欄を参照。

音・におい商標は2012年3月15
日から施行されているため、ま
だ具体的拒絶例はない。

「5-2.各国別調査結果・ペルー編」

(7)方式・実体審査の欄を参照。

公開時に写実的な記述がなかった
ことにより拒絶された例（出願番

号第715103号及び第715104号）。
写実的な記述を提出しないことを
理由に拒絶理由を受けたが、出願
を取り下げた出願がある（出願番

号第932228号）。

⑧異議申立

色商標や音商標については識
別力の欠如を理由に、立体商
標やトレードドレス等につい
ては、機能性要件を根拠に第
三者から異議申立が多い。

異議申立ついて提出する証拠の形
式については特別なルールは存在
しない。

 証拠提出の方法と証拠様式につい
て特別な規定はない。
補正の可否、補正の提出方式につ
いての特別な規定はない。

証拠提出の方法と証拠様式につ
いて別段の規定はない。補正の
可否、補正の提出方式について
通常商標と同様。

利害関係人は公開日から30 日以内
に異議申立てをすることができる

（アンデス共同体決定第486号第147
条）。

音の商標に対する異議申立・審判
において、証拠の形態及びその提
出方法については、特段の規則は
ない。
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（7）登録
①権利範囲
②登録証記載事項

権利範囲は原則として商標の写実
的表現のみによって決定。登録証
の記載事項は通常商標の場合と同
一である。

権利範囲は、商標の写実的表
現のみによって決定。
登録証の記載事項は、通常商
標の場合と同一である。

「5-2.各国別調査結果・オーストラ

リア編」の添付資料(登録証)を参
照。

権利範囲は、色彩商標を除いて、
当該商標の詳細な記述による明瞭
な表示及び詳細な文書による説明
によって定められる登録証記載事
項は、商標分類、商品又はサービ
ス、商標の詳細な記述による明瞭
な表示である。

商標図案（商標の写実的表示）に
基づいて定められる。

登録証は「5-2.各国別調査結果・台
湾編」添付資料を参照。

権利範囲は商標登録出願書に記
載した商標の表示により定めら
れる。

権利範囲は、文字商標を除き、出願
時に提出された商標の複製（アンデ

ス共同体決定第486号第138条(b)）
により決定。登録証の記載事項は
「出願人」「区分」「写実的表現に
よる表示」等である。

音の商標の権利範囲は、名称、写
実的な記述、指定商品と指定役
務、そして提出されたデジタル
データによる見本で決定。登録証

は「5-2.各国別調査結果・チリ編」
の添付資料を参照。

（8）証明・閲覧

①音声ファイル、動
画ファイルの閲覧方
法
②原簿の認証謄本

出願包袋の閲覧により電子ファイ
ルも入手できる。

音声ファイル、動画ファイル
の閲覧・聴取できるシステム
はない。
原簿の認証謄本（様式、商標
見本）は通常商標と同様。

音声ファイルや、動画ファイルは
商標庁のウエブサイトで視聴・閲
覧することが可能である。

音声ファイル、動画ファイルの閲
覧方法は特に定められていない。

音声ファイルの閲覧が可能。閲覧
はオンライン官報のウェブサイト
からダウンロード可能である。必
要な場合は音商標の音声ファイル
の閲覧を請求することができる。

音声ファイル及び静止画面イ

メージファイル（JPG）は

KIPRISデータ(日本のIPDLのよ

うなもの)にて閲覧できる。動画
ﾌｧｲﾙ、におい標本は韓国知財庁
に閲覧申請しなければならな
い。

音声ファイル、動画ファイルの閲覧
は、ペルー知財庁の施設に行き、見
本の閲覧、視聴をする必要がある。

チリ特許庁のデータベースから閲
覧が可能である。

（9）公報・情報
　　提供

①公報・種別（登録
公報、公開公報）
・公報の仕様
・新商標に係る公報
発行の注意点（何か
あれば）
②情報提供

登録公報は電子公報としてtrade
mark journalで公表される。
公報の掲載事項は原則として通常
商標に同じ。

登録公報はUKIPOのウェブサ

イトにおいてtrade mark
journalで公表される。公報の
掲載事項は通常商標と同様。

登録公報はオーストラリア知財庁

のウエブサイトでPDFフォーマッ
トの電子ジャーナルで発行され
る。音やにおいといった視覚で認
識できない商標については、商標

の説明文とendorsementを公報に
掲載することで対応している。

異議申立のために発行される登録
公報と発行された登録公報の変更
公報とがあり、シンガポール知財

庁のウェブサイトにおいてTrade
Marks eJournalに掲載される。

登録公報は紙及び電子形式の両方
ある。しかし、紙公報は、もはや

2012年7月1日から発行されない。
公報以外の情報提供として、台湾
知財庁のウェブサイトからコン
ピュータ検索が可能である。検索
されたファイルには音声ファイ
ル、画像ファイルが含まれてお
り、視聴することができる。

韓国知財庁のウェブサイトにて
発行される。添付されている音
声ファイルも聴取することがで
きる。公報以外の情報提供につ
いては、韓国知財庁が提供して

いるデータベース（KIPRIS）及
び民間企業のデータベースによ
り通常の商標と同様に調査を行
うことができる。

登録公報は日刊紙「El Peruano（エ
ル・ペルアノ）」に掲載されるとと

もに、インターネット版「El
Peruano」にも公報掲載事項がアッ

プロードされる。  公報以外での新
しいタイプの商標に関する情報提供
は行われていない。

登録公報は書面とデジタルの両様
式がある。
公報に掲載される内容は、「出願
番号」「出願人氏名又は名称及び
国名」「種別」「商標」「国際分
類」「写実的な記述」である。

(10)統計
・今後の出願件数を
どのように予想して
いるか。

回答なし。 現状全商標出願件数に対する
新しいタイプの商標の占める

割合は0.2％に満たず、今後も
出願の増加は期待できない。

回答なし。 回答なし。 今後の出願件数の予測は、これま
で調査をしておらず、予測できな
い。

音の商標の出願件数は徐々に増
えると思うが、においの商標の
出願件数はそれほど多くはない
と予想される。

回答なし。 立体商標制度の導入により、出願
人の関心は増加するのではないか
と考えられる。

（11）審判

①審判における証拠
の形態およびその提
出方法について特
徴的な規則の有無と
内容
②識別力や類否に
ついて審判や裁判で
新たな判断が示され
た場合、その結果
は、どのように審査
にフィードバックされ
るか

証拠の形態および提出方法は通常
商標の場合と差異はない。

①について、不使用取り消し
に関して「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を
しない要素についての異なる
形態による使用が含まれる」

との規定がされている(商標法

第46条第2項）。

②については、先述のDyson
の判決を受けて、Practice
Amendment Notice PAN
7/07Gが2007年7月20日に出さ

れており、ここで第3条第1項
(a)「写実的表現」の要件につ
いて、詳細なガイドラインを
規定している。

識別力や類否について裁判所の判
決によって新たな判断が示された
場合、審査のプラクティスはそれ
に従って更新されることとなる。

①について、商標法22第2条「不
使用取消の判断において、当該商
標の使用は、登録された形での当
該商標の顕著な特徴を変えないも
のの、要素においては異なる使用
が含まれる」との規定あり。

審判や裁判の決定が貴重、かつ確
立された意見の場合は、審査実務
は、当該決定に従うように修正さ
れる。

①については、通常商標と差異
はない。
②については、「音」「にお

い」の商標は2012年3月15日か
ら施行されているため、審査例
はもとより、審決例や裁判例が
まだ出ていない。

新しいタイプの商標についての審査
基準などは特に整備されておらず、
様式等については出願があってから
その都度対応を行う予定との状況で
あるため、現時点において特に特徴
的な規則はない。行政裁判所による
決定は、一部例外的な事例を除いて
審査に拘束力はない。

裁判所の決定は、当該事件のみを
拘束するものであるので、別の事
件について審査官は裁判所と同じ
判断をする必要はない。

(13)侵害

・侵害事例の紹介
（現地法律事務所等
より情報提供があっ
た場合）

新しいタイプの商標に関する侵害
事例は回答なし。

回答なし。 回答なし。 新しいタイプの商標の保護開始に
より、商標権者はその商標の権利
行使がより容易になった。従来、
そのような商標の権利者はコモ
ン・ロー上の不法行為であるパッ
シング・オフに頼る必要があった
が、その救済は困難であった。

回答なし。 回答なし。 ペルーでは、現在までに新しいタイ
プの商標に関する侵害事例はない。

回答なし。
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