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いても、同意があれば登録が認められる旨が規定されている。 

ただし、コンセントは特許庁を拘束するものではなく、需要者の混同が生じる

おそれがある場合は、登録が認められれない。例えば、同一商標かつ同一又は類

似の商品・役務についてのコンセントは、その商品・役務の出所を識別する機能

を喪失し需要者に不利益が生じるため、許可されないと考えられる。 

また、コンセントにより登録を受けたものであることは、公報に記載される。 

 

（vi） 香港 

 

香港では、商標法第 12 条においてコンセント制度が規定されている。先行商

標の権利者によって与えられた同意書は、商標登録の相対的理由に基づく拒絶を

克服することができるが、同意書は特許庁の判断を拘束するものではないとされ

る。 

コンセントにより登録された出願は、登録簿にその旨が表示される。また、か

かる表示は登録証、登録簿の関連商標の記録及び香港 IP ジャーナルの公告にも

示される。 

 

（vii） シンガポール 

 

シンガポールでは、商標法第 8 条(9)において、コンセント制度が規定されて

いる。当該は、「登録官は,先の登録商標又は他の先の権利の所有者が同意を与えれ

ば,自己の裁量で商標を登録することができる」との裁量規定であり、公衆が混同

を生ずるかについては登録官の判断がなされる。 

実質的に同一の商標が、同一商品について、同じ市場で使用される場合におい

ては、同意書のみでは相対的拒絶理由を克服できないと考えられる。  

また、公報には引用商標権者の同意により商標登録出願が受理された旨が表示

される。 

 

（viii） ベトナム 

 

 ベトナムにおいては明文化された規定はないが、実務上 NOIP（国家工業所有

権庁）は同意書を受付けており、事案によっては先行商標権者の同意書が、拒絶

理由を覆す役割を果たす。コンセントは審査官の判断を拘束するものではない。 

実務上、同意書には、先行商標名義人の氏名等の必須事項とともに、ベトナム

国内での出願人による指定商品・役務についての当該商標登録及び使用を認め、
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が必要とされる、という回答もなかった。  

 

（vi） 統計情報 

 

コンセントについての統計的なデータは、ほとんどの国・地域で公開されてい

ないということであった。唯一、ニュージーランドからは、コンセントによる年

間の登録件数について回答があった（2014 年：520 件、2013 年：587 件、2012:568

件）。 

 

（３） 対象国・地域ごとの調査結果の比較 

 

各国の制度の比較結果を一覧として示したものを、図表 1 に掲載する。 
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図表 1 各国のコンセント制度比較 

  
制度の  

根拠  

完全型か  

留保型か  

同意書の  

提出時期  

同意書の  

所定のフォ

ーマット  

同意書の  

必須内容・  

実務上推奨

される内容  

同一商標  

同一商品  

に関する  

コンセント  

周知・著名

商標に関す

るコンセン

ト  

公報・登録

簿・データ

ベースでの

公開  

中国  
内部ガイド

ライン  
留保型  

拒絶査定  

不服審判時  
 有  通常難しい  可   

韓国  
コンセント制度は存在しない。  

ただし、商標法全面改正法律案にコンセント制度が含まれている。  

米国  審査便覧  留保型  
拒絶理由  

対応時  
 有  可  可   

EU(CTM) 規則  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

提出不要    可  可   

台湾  法律  留保型  審査係属中  有   不可  可  有  

香港  法律  留保型  

出願時・  

拒絶理由  

対応時  

有  

(サンプル ) 
有  可  可  有  

シンガ  

ポール  
法律  留保型  

拒絶理由  

対応時  
 有  可  可  有  

ベトナム  運用  留保型  制限はない   有  不可  可   

マレーシア  審査基準  留保型  審査係属中   有  可  可  有  

インド  法律  

留保型  

(実務上は  

ほぼ完全型 ) 

審査係属中   有  可  可  

有（データ

ベースには

掲載無し）  

オースト  

ラリア  
運用  

留保型  

(実務上は  

ほぼ完全型 ) 

拒絶理由  

対応時  
有  有  可  可   

ニュージー

ランド  
法律  完全型  

出願から  

12 か月  
有  有  可  可  有  

カナダ  審査基準  留保型  審査係属中   有  通常難しい  可   

メキシコ  運用  留保型  審査係属中    通常難しい  不可   

ブラジル  運用  留保型  制限はない   有   可   

英国  法律  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

提出不要   有  可  可   

スペイン  
コンセント制度は存在しない。  

ただし、相対的拒絶理由の審査がなく、当事者間の同意により異議申立ての解決がなされることがある。 

スウェーデ

ン  
法律  留保型  

拒絶理由  

対応時  
  可  可   

ハンガリー  法律  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

審査係属中   有  可  可   

ロシア  法律  留保型  審査係属中   有  不可  不可   



【6.香港】

質問 回答 

A.コンセント制度の有無 香港では商標登録に関し同意書制度がある。

B.コンセント制度は何で規定されるか
（法令か運用か）

１）香港商標法
２）香港商標規則
３）香港商標登録マニュアル「同意書、善意な並存使用及びその他の特別な事情」及び
４）判例法が同意書制度を規制

C.コンセント制度の対象

C.1.先登録商標に基づく職権による拒
絶理由通知への対応が可能か

先行商標の権利者によって与えられた同意書は、商標法１２条により商標登録の相対的理由
に基づく拒絶を克服することができる。相対的拒絶理由は、以下の通りである。
１）先行商標と同一の商品役務について先行商標と同一の商標（商標法１２条（１））、
２）先行商標と同一又は類似の商品役務について先行商標と同一の商標であって、需要者を
して混同が生じる可能性がある場合（商標法１２条（２））、
３）先行商標と同一又は類似の商品役務について先行商標と類似の商標であって、需要者を
して混同が生じる可能性がある場合（商標法１２条（３））、
４）周知商標と同一又は類似する商標（商標法１２条（４））、
５）未登録商標、その他の商業・事業において使用される標章の保護に関するいかなる法
規、又は著作権或いは登録意匠に関する法律のような先行権利において使用が禁止される商
標（商標法１２条（５））
但し、商標局は商標法１２条（４）及び（５）の規定に基づいて拒絶を提起することはでき
ない。（商標法１２条（６））

C.2.先登録商標に基づく商標登録に対
する異議申立への対応が可能か

何人も公告日から３ヶ月以内に商標登録に対して異議申立を提起することができる。しか
し、異議申立人は商標法１１条に基づく絶対的拒絶理由及び/又は１２条に基づく相対的拒
絶理由に基づく理由を述べた異議申立書を提出しなければならない。
商標法においては、商標出願の出願人に同意書を与えた先行商標の商標主は異議申立をする
ことができないという規定は存在しない。すなわち、同意書を与えた異議申立人は絶対的・
相対的理由に基づく異議申立を提起しても良い。異議申立人によって出願人に同意書が与え
られた場合、相対的拒絶に基づく異議申立は、商標法１２条（８）によって拒絶されるだろ
う。しかし、商標局は、異議申立人によって絶対的拒絶理由に根拠があると判断した場合に
は、その理由によって出願を拒絶することができるだろう。

C.3.先登録商標に基づく商標登録に対
する無効審判・取消審判への対応が可
能か

はい、先行商標に基づく無効又は取消の請求は、同意書の存在を示すことで排除できる。

C.4.コンセントによる登録商標に対し
て異議申立・無効審判請求等が可能か

登録局の決定及び命令に対しては、裁判所への不服を申し立てることができる。

A.同意書提出のタイミングは限られる
か（出願時や拒絶理由の対応時に限ら
れるか）

先行商標権者から同意書を取得するのは相対的拒絶理由を克服するためである。出願人が同
意書/共存協定書を提出する状況として以下がある。
１）出願人が引例として先行商標が引かれると考えた場合、出願をした状況で先行商標権者
から取得した同意書/共存協定を提出する
２）出願に対して相対的拒絶理由で拒絶を受ける場合、出願をした状況で先行商標権者から
取得した同意書/共存協定を提出する。先行商標権者から同意書取得を含め、拒絶の応答期
間として６ヶ月認められ、登録局は同意書取得にさらなる時間が必要と考える場合にはさら
に３ヶ月の期間延長をすることはできる。

B.同意書の所定のフォーマットがある
か

決められた形式は存在しないが、香港商標登録マニュアル「同意書、善意な並存使用及びそ
の他の特別な事情」内に同意書のサンプルは存在する。

C.同意書の記載内容は決まっているか
契約内容（出所混同が生ずるおそれが
存在しない理由や混同の回避のための
取り決め）を記載するか

同意書/共存協定の内容について必須なものはない。しかし、登録局は同意書/共存協定のに
基づき登録を許可するにあたり、以下の事実を考慮する。
１）全商品役務について商標の使用及び登録に同意を与えているか、
２）商標の使用及び登録の同意が香港を含んでいるか、
３）先行商標の権利者によって署名されているか、及び同意について記述されているか、
４）同意書が原本か証明された写しか、
５）同意書に出願人の商標を十分に特定しているか、
６）同意に条件が加えられていないか

D.同一商標・同一商品に関するコンセ
ントは可能か

同一の範囲についても先行商標の権利者による同意を与えることができる。

E.周知・著名商標に関するコンセント
は可能か

登録著名/周知商標と同一又は類似する商標に対して、著名/周知商標主による同意を与える
ことができる。

F.コンセントは審査官の判断を拘束す
るか（完全型か）、それとも審査官の
類否判断に当たって参酌されるか（留
保型か）
・留保型の場合、提出された同意書は
どのように審査されるのか（コンセン
トを認めない場合等の判断基準、手法
等）
・グループ会社であることの考慮の有
無

裁量。考慮される事項は以下である。
１）全商品役務について商標の使用及び登録に同意を与えているか、
２）商標の使用及び登録の同意が香港を含んでいるか、
３）先行商標の権利者によって署名されているか、及び同意について記述されているか、
４）同意書が原本か証明された写しか、
５）同意書に出願人の商標を十分に特定しているか、
６）同意に条件が加えられていないか

G.先願商標がコンセントを得た登録の
場合の対応
（先願商標の同意者すべてからコンセ
ントを得る必要があるか）

いいえ。引用商標のみ。

1.制度概要

2.制度詳細
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【6.香港】

A.同意に基づく商標の移転の制限の有
無

同意書によって登録された商標の移転に関する制限は存在しない。

B.登録後の同意の取り消しの可否
取り消した場合、自動的に商標が失効
するか？

欧州司法裁判所において商標の使用に同意書を与えた者によって同意を取り消すことを可能
とする判断が存在するが、香港では、商標が登録された後に登録の同意について取り消すこ
とを可能とする判断は存在しない。使用の同意を取り下げられた場合には、同意を与えられ
た者は市場において商標の使用をする権限はなくなる。しかし、これは使用の同意に関する
もので、登録の同意に関するものではない。商標法５２条（２）（c）は、商標登録が、不
登録自由に該当する場合に、取り消されることについて規定する。確かではないが、登録の
同意を取り消すことが可能であるとして、先行商標権利者は、後願の商標登録の同意を取り
消した上で、商標法５２条（２）（c）の規定に基づいて、登録された後願商標が先行商標
からの同意書によって登録されたとする条件を満たしていない旨主張する取消審判を請求し
てもよい。当該取消がなされた場合には、取消は取消申請の日から効力が発生する。
しかしながら、当該事項について香港商標登録局に問い合わせたところ、登録の同意を取り
消すことが可能かどうかは明らかではないが、関連事案が発生した場合には、登録局にそれ
を示すことは可能であると示した。

C.更新時の手続（同意書の写しの提出
が必要か）

同意書によって登録された商標登録の更新において同意書を示す必要はない。

A.コンセントによる登録例 CHILLAX vs Chillax COFFEE COMPANY
(登録302842399　302447091)

Dear Laura vs LAURA
(登録302367766  199607832)

DR. WELLNESS vs Dr Wellness
(登録302333484  301846837)

B.コンセントに関する統計 同意書で登録された商標の統計は存在しない。

C.コンセントに関する裁判例 Invicta (1992) RPC 541

D.公報、登録簿、商標検索サーチツー
ル（例：TESS（アメリカのインター
ネット商標検索システム））等におい
て、コンセントにより登録された商標
であることを明示しているか否か

同意書又は共存協定で登録された出願は、登録簿に「登録XXは同意書によって登録」という
旨示される。また、かかる表示は登録証、登録簿の関連商標の記録、香港IPジャーナルの公
告にも示される。

E.制度概略

F.関連する法律 商標法、商標規則

G.関連する審査基準 香港商標登録マニュアル「同意書、善意な並存使用及びその他の特別な事情」

H.サンプル サンプルは香港商標登録マニュアル「同意書、善意な並存使用及びその他の特別な事情」に
示されている。

3.登録後

4.付加情報
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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。  

 

②  香港商標条例（2009 年 L.N.254 により改正 2010 年 2 月 26 日施行 第 559 章） 

 

第 12 条 登録拒絶の相対的理由 

(1) 商標は，次の場合は登録されない。 

(a) 商標が先の商標と同一であり，かつ 

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが，先の商標の保護に係る商品又はサー

ビスと同一である場合 

(2) 商標は，次の場合は登録されない。 

(a) 商標が先の商標と同一であり， 

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが，先の商標の保護に係る商品又はサ

ービスと類似であり，かつ 

(c) 当該商品又はサービスに関する商標の使用が，公衆の間に混同を生じさ

せる虞がある場合 

(3) 商標は，次の場合は登録されない。 

(a) 商標が先の商標と類似であり， 

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが，先の商標の保護に係る商品又はサ

ービスと同一又は類似であり，かつ 

(c) 当該商品又はサービスに関する商標の使用が，公衆の間に混同を生じさ

せる虞がある場合 

(4) (6)に従うことを条件として，次の商標，すなわち， 

(a) 先の商標と同一又は類似であり，かつ 

(b) 先の商標の保護に係る商品又はサービスと同一又は類似でない商品又は

サービスについて登録される予定である，商標は，先の商標が周知商標

としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有し，かつ，正当な理由な

く後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不当に利用し

又はこれに害を及ぼすことになる場合は又はその限り，登録されない。  

(5) (6)に従うことを条件として，商標は，その香港における使用が， 

(a) 業として使用される登録されていない商標又は他の標識を保護する法規

により(特に詐称通用の法律により)，又は 

(b) (a)又は(1)から(4)までにいう以外の先の権利により (特に著作権又は登

録意匠の法律により)， 

禁止される場合は又はその限り，登録されず，また，このように商標の

使用を禁止する権限を有する者は，本条例において商標に関する「先の

権利」の所有者という。 
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(6) 商標は，(4)及び(5)にいう 1 又は 2 以上の理由で先の商標又は他の先の権

利の所有者により，第 44 条(異議申立手続)に基づく登録異議申立手続にお

いて異論が提起された場合にのみ，登録を拒絶することができる。  

(7) 登録拒絶の理由が，登録出願に係る商品又はサービスの一部のみに関して存

在する場合は，拒絶は，当該商品又はサービスのみに適用する。  

(8) 本条の如何なる規定も，先の商標又は他の先の権利の所有者が登録に同意す

る場合は，商標の登録を妨げない。 

 

③  シンガポール商標法（2007 年法律第 3 号改正 2007 年 7 月 2 日施行） 

 

第 8 条 登録拒絶の相対的理由 

(1) 商標が先の商標と同一であり，商標登録が求められる商品又はサービスが，

先の商標の保護の対象である商品又はサービスと同一である場合は，当該商

標は登録されない。 

(2) 次のことを理由に，公衆の側に混同を生じる虞がある場合は，商標は登録さ

れない。 

(a) 商標が先の商標と同一であり，先の商標の保護の対象である商品又はサ

ービスと類似する商品又はサービスについて登録しようとすること，又

は 

(b) 商標が先の商標と類似しており，先の商標の保護の対象である商品又は

サービスと同一又は類似の商品又はサービスについて登録しようとする

こと 

(3) 商標登録出願が 2004 年 7 月 1 日より前になされ，当該商標が， 

(a) 先の商標と同一又は類似のもの，及び 

(b) 先の商標の保護の対象である商品又はサービスとは類似しない商品又は

サービスについて登録しようとする後の商標は，  

次の場合は登録されない。すなわち， 

(i) 先の商標がシンガポールで周知である場合  

(ii) 後の商標の登録を求める商品又はサービスに関する後の商標の使用

が，その商品又はサービスと先の商標の所有者との関係を示すと思わ

れる場合 

(iii) 当該使用を理由に，公衆の側に混同を生じる虞がある場合，及び  

(iv) 先の商標の所有者の利益が当該使用により損なわれる虞がある場合  

(4) (5)に従うことを条件として，2004 年 7 月 1 日又はその以降に提出された登

録出願において，商標の全体又はその重要な部分が先の商標と同一又は類似

する場合は，後の商標は，次の場合において登録されない。  



 
 

 

 

禁 無 断 転 載 
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