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表 2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表（3） 
質問事項（調査対象件数）  9. 英国 2,605 10. オーストラリア（AU） 2,229 11. ロシア（RU） 2,100 12. トルコ（TR） 1,877 

Q1 

-1 

a 大文字と小文字の相違 回答なし 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 1 

b 縦書きと横書きの相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 

c 右横書きと左横書きの相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

d アクセント符号の相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 

e 句読点、引用符の相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 

f スペルの相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する(外観が類似なら) 0 

g 音訳と英語の相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

h-1 書体の相違 1,935 同一と判断する 1,421 同一と判断しない 9 同一と判断する 20 

h-2 書体の相違を認める程度  通常文字の場合は同一と判断する  相違が僅かでも同一と認めない  独特な書体でなければ同一と判断  

i 標準文字の扱い  書体の相違は考慮しない  －  書体の相違は考慮しない  

j 特徴のない(非図案化)文字商標の判断  書体の相違は考慮しない  －  －  

k-1 本国言語と他言語の二段併記の抽 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

k-2 ある言語と音訳の二段併記の抽出 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 

k-3 基礎商標(文字と図形)からの一部抽出 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 

k-4 基礎商標からの一部抽出を認める程度  詳細に差異がないこと  全ての要素が一致していること  消費者の認知の程度による  

l-1 色彩の相違 7 同一と判断しない 1 同一と判断しない 6 同一と判断する 25 

l-2 色彩の相違を認める程度  －  －  異系色でも同一と判断する  

Q1-2 貴庁の商標の同一性認証の状況  

 

 課題はない  課題はない  －  

Q1-3 同一性認証の特徴  －  －  商標審査基ガイドライン参照  

Q2-1 同一性の審査基準の有無  なし  なし  あり  

Q2-2 同一性の審査基準の公開  －  －  公開 [商標審査ガイドライン]  

Q2-3 同一性審査基準の送付可否  －  －  －  

Q2-4 同一性の具体的な確認方法  商標は同一でなければならない  全特徴が一致ならば同一と判断  －  

Q3-1 マドプロ登録可能な商標  識別等の条件を満たせば制限なし  立、音、ﾎﾛ、色、位  立、音、ﾎﾛ、色、位、ﾄﾚ  

Q3-2 Q3-1 で伝統的商標と異なる同一性判断  あり  なし  －  

Q3-3 Q3-2 の具体的な判断方法  商標の内容等が示されているか  －  －  
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４．３．１１ ロシア 
 
（１）案件調査結果（概要） 
 
ロシアを本国官庁とする国際登録の調査対象数は 2,100 件であった。基礎商標と国際登

録との比較において、日本の運用では非同一と判断されると思われる件数は197件（9.4％）

であった。 
 
 ロシアにおける特徴は、日本の運用と同じように同一性の認証は厳格であるといえる。

調査票回答及び文献調査結果からは、濃淡の相違のような技術的な問題を除いて、日本の

運用では非同一と判断される事例は少なかった。 
 ロシアには標準文字に関する規定や制度は存在しないが、標準文字の宣言がない場合の

事例として、書体（フォント）や色の相違、デザインの一部や配置が異なる場合であって

も同一と認定しているものが確認された。 
 また、標準文字の宣言がある場合の事例として、書体（フォント）が相違しても同一と

認定している事例が確認された。 
 
 
（２）同一性認定に関する規定・基準等 

 
調査票回答によると、本国官庁として自国の基礎商標と国際出願の商標との同一性の確

認（認証）に関する審査基準については確認できなかった。 
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（３）ロシア知的財産庁調査票回答結果 
 
 ロシア知的財産庁の調査票回答結果及び事例調査結果を表 11-1 に示す。 
 
表 11-1 調査票回答結果及び事例調査結果 
 相違の種類 判断 事例調査 

結果[件] 
1 大文字 

STRAWBERRY 
小文字 

 Strawberry 
同一と判断しない 0 

2 横書き JPO 縦書き  J 
        P 
        O 

同一と判断しない 0 

3 右から左 JPO 左から右 OPJ 同一と判断しない 0 
4 アクセント符号なし  

Sake 
アクセント符号等あり  
Saké 

同一と判断しない 0 

5 句読点等なし  
STRAWBERRY 

句読点等あり 
“STRAWBERRY” 

同一と判断しない 0 

6 スペル Color スペル Colour 同一と判断しない 0 
7 英単語 

STRAWBERRY 
音訳 
sutoroberī 

同一と判断しない 0 

8 書体 
(Times New Roman) 
STRAWBERRY 

書体 
(Arial) 
STRAWBERRY 

同一と判断しない 9*1 

9 書体が相違しても同一と判断される場合、どの程度

の書体の相違までを、用語が同一でないと判断する

か(規定、判断例等)。 

異なる書体が使用されているときは、

書体の相違がわずかなものであって

も、商標は同一と判断されない。 
10 標準文字の取扱い ロシアには標準文字の規定はない。 
11 二段併記 

(本国の言語と他言語) 
STRAWBERRY 
    FRESA 

二段併記の一部 
(どちらかの言語のみ) 
FRESA 

同一と判断しない 0 

12 二段併記(音訳と英語) 
sutoroberī 

STRAWBERRY 

二段併記の一部(英語のみ) 
 STRAWBERRY 

同一と判断しない 0 

 
 
 



178 
 

表 11-1 調査票回答結果及び事例調査結果（続き） 
 相違の種類 判断 事例調査 

結果[件] 
13 商標の一部の抽出を同一と判断する場合があれば、

どの程度の差異までを同一と判断するか。 
全ての要素が一致している場合、二つ

の商標は同一と判断される。同一と判

断される相違の範囲については、共通

規則の規則 9(5)(d)(iv)には定められて

いない。同一性は絶対的なものであ

る 。 
14 色彩に差異がある場合 

 
同一と判断しない 6 

*1 本件数は、標準文字の宣言の有無に関わらず、「Times New Roman」、「Arial」等の書

体は特定せず判断した数字である。 
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（４）文献調査結果（詳細） 
 
ア 同一性判断結果 
ロシアにおいて調査を行った結果を表 11-2 に示す。2,100 件のうち、標準文字の宣言の

ないものが 450 件、標準文字の宣言のあるものは 1,650 件であった。 
標準文字の宣言がない国際登録では 450 件中の 20 件（10.7%）、標準文字の宣言がある

国際登録では 1,650 件中の 177 件（4.4%）、合計 197 件（9.4％）が日本の運用では非同一

と判断されるがい然性が高いものであった。 
また、それらの割合（全体、標準文字の宣言なし、標準文字の宣言あり）を図 11-1～図

11-3 に示す。 
 
表 11-2 同一性判断結果 

項目 標準文字の宣言 
なし[件] 

標準文字の宣言 
あり[件] 

合計件数 
[件] 

調査対象（国際登録）件数 450 1,650 2,100 
同一と判断 385 1,372 1,757 
非同一と判断 20 177 197 
検索不可能 45 101 146 
 
図 11-1 同一・非同一判断の割合（全体） 

 
図 11-2 同一・非同一判断の割合          図 11-3 同一・非同一判断の割合 
（標準文字の宣言なし）             （標準文字の宣言あり） 
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イ  非同一と判断した相違内容 
 基礎出願と非同一と判断された各相違内容の内訳を表 11-3 に示す。 
各相違内容は、標準文字の宣言の有無により傾向が異なっており、標準文字の宣言がな

い場は合、色、背景又は書体（フォント）に関する相違が多く確認された。また、標準文

字の宣言がある場合は、書体（フォント）に関する相違が少数確認された。 
 
表 11-3 非同一と判断した内容の内訳 

相違内容 標準文字の宣言 
なし[件] 

標準文字の宣言 
あり[件] 

合計 
[件] 

書体（フォント） 5 4 9 
色 6 0 6 
背景 6 0 6 
構成 4 0 4 
文字態様 1 1 2 
拡大縮尺 0 0 0 
配置 0 0 0 
その他*1 1 0 0 
濃淡（参考）*2 162 15 177 
*1 立体（3D）商標の表示があり、相違があるものを含む。 
*2 表示デバイスや印刷の状況により異なる可能性があるため(参考)とした。 
 
 
ウ 「構成」に関する相違の具体的内容 
相違の内容の「構成」に関して、その具体的な相違内容を表 11-4 に示す。 

 
表 11-4 「構成」相違と判断した内容の内訳 

相違内容 標準文字の宣言 
なし[件] 

標準文字の宣言 
あり[件] 

合計 
[件] 

内容変更 
（追加・削除） 

3 0 3 

その他*1 1 0 1 
*1 商標が全く異なっている。 
 



181 
 

エ ロシアにおける同一性認証の事例 
 日本の運用では非同一と判断される事例を、標準文字の宣言の有無に分け、内容を類型

化して示す。 
 
（ア）標準文字の宣言がない場合 
 
ａ．書体（フォント） 
 
表 11-5 書体（フォント）の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1191083 基礎商標登録番号= 281200、424436 

 
  

 
複数の基礎商標のうち 1 つが国際登録の書体と相違している。 

② 国際登録番号= 1198036 基礎商標登録番号= 304286 

  
基礎商標と国際登録の書体が相違している。 

③ 国際登録番号= 1225341 基礎商標出願番号= 341336 

  
基礎商標と国際登録の書体が相違している。 
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ｂ．色 
 
表 11-6 色の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号=1155524 基礎商標登録番号= 276479 

  
基礎商標の一部はピンク色であるが、国際登録は全て黒色である。カラークレームの

記載はない。 
② 国際登録番号=1163796 基礎商標登録番号=171286 

  
基礎商標は白黒であるが、国際登録は黄色と黒である。カラークレームの記載はない。 
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ｃ．構成（内容変更）の相違 
デザイン要素の一部や配置が変更されている事例 
 
表 11-7 構成の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号=1186845 基礎商標登録番号= 450775 

 
 

基礎商標と国際登録で内容の一部の配置相違している。 
② 国際登録番号=1156811 基礎商標登録番号= 28516 

  
基礎商標は国際登録の一部が切れている。 

③ 国際登録番号=1201738 基礎商標登録番号=  2013724343 

 
 

基礎商標と国際登録において、図と文字の配置が相違、図の配色が反転し、文字内容

が相違している。 
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（イ） 標準文字の宣言がある場合 
 
ａ．書体（フォント） 
 
表 11-8 書体（フォント）の相違例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1193512 基礎商標登録番号= 350129 , 433727 

 

 
 

 
複数の基礎商標のうち 1 つが国際登録の書体と相違している。 

② 国際登録番号= 1225878 基礎商標登録番号= 337527, 491234 

  

 
複数の基礎商標のうち 1 つが国際登録の書体と相違している。 

 
 
（５）参考情報 
 
標準文字制度について 
ロシアにおいて、民法第 IV 部に標準文字制度に関する規定はみられない。ただし、願

書「7 標章」欄の(c)項にチェックを記入した場合には、文字標章として扱われ、審査官は

先行商標調査を文字標章に絞って実施するとされている23。 

                                            
23 日本特許庁HP「外国産業財産権制度情報」ロシア 
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/modopro_syohyoseido/ru.pdf#search='%E3%
83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2+%E5%95%86%E6%A8%99+%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%9
6%87%E5%AD%97' （アクセス日：2016年 2月 18日） 
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６ 商品・役務の審査について 
 
６．１ 調査方法 
  本調査研究における商品・役務の審査に関する調査は以下のように行った。なお、使

用したデータは、すべてWIPO 国際事務局のオンラインツールROMARIN1から抽出し

たものである。 
 
（１）調査対象 
  2013 年に国際登録された国際出願のうち、各指定国官庁から暫定的拒絶通報が通知さ

れたのち、議定書の共通規則第 18 規則の 3(2)(i)又は同(ii)に基づく声明（Statement）（以

下、「暫定的拒絶通報後の保護認容声明」と表記する。）が発行されたものを調査対象案

件としてROMARIN で検索を行った。 
  調査対象案件数は、国際登録番号単位で 15,814 件であった2。 
 
 
（２）調査方法の詳細 
  上記調査対象案件について、ROMARIN を用いて、各国際登録番号の指定国ごとに、

暫定的拒絶通報の内容を確認し、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が含ま

れているものを調査した。そして、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が指

摘され、補正（限定を含む。）がなされた商品・役務の表示を特定した。なお、各指定

国における補正後の指定商品・指定役務の表示は、いずれも ROMARIN で公表されて

いる表示を参照した。また、商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶の理由は、日本

国商標法第 6 条第 1 項相当のものとした。 
 
  

                                            
1 URL: http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml 
2 2015年 8月 26日時点のデータを基準とする。また、すべての指定国における商品・役務の表示が英

語以外の表記のもの及び暫定的拒絶通報の内容がROMARINで確認できなかった案件は除く。 
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６．２ 調査結果概要 
６．２．１ 全体の傾向について 
（１）職権による審査が行われている国及び地域 
  2013 年の国際登録のうち、指定国官庁から暫定的拒絶通報後の保護認容声明（第 18
規則の 3 (2)(i)又は(ii)に基づく声明）が発行された案件数は、国際登録単位で 15,814 件

であった1。 
  この調査対象案件において、暫定的拒絶通報後の保護認容声明が発行された国及び地

域は以下の 58 の国及び地域であった。これらの国及び地域においては、国際出願につ

いて職権による審査を行っているといえる。 
 
表 1 職権による審査が行われている国及び地域一覧（略称2のアルファベット順） 

 

                                            
1 なお、商品・役務の表示がすべての指定国で英語以外の言語で表記されていたもの、及び暫定的拒絶

通報の内容がROMARINで確認できなかった案件は除く。これらを合わせると、16,187件であった。 
2 国及び地域の略称及び名称は、特許庁ホームページ内「マドリッドプロトコル加盟国一覧（更新日2015
年 12月 21日）」に基づく。参考URL：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm （アクセス日：2016年 1月 2
日） 

1 アルメニア AM 21 フランス FR 41 モルドバ MD
2 オーストリア AT 22 イギリス

（マン島適用）
GB 42 モンテネグロ ME

3 オーストラリア AU 23 ジョージア GE 43 ノルウェー NO

4 アゼルバイジャン AZ 24 ギリシャ GR 44
ニュージーランド
（トケラウ諸島
未適用）

NZ

5 ブルガリア BG 25 クロアチア HR 45 ポーランド PL
6 バーレーン BH 26 ハンガリー HU 46 ポルトガル PT

7
ベネルクス（オラ
ンダ、ベルギー、
ルクセンブルク）

BX 27 アイルランド IE 47 ルーマニア RO

8 ベラルーシ BY 28 イスラエル IL 48 セルビア RS
9 スイス CH 29 イラン IR 49 ロシア RU
10 中国（香港･マカ

オ未適用）
CN 30 アイスランド IS 50 スウェーデン SE

11 コロンビア CO 31 イタリア IT 51 シンガポール SG
12 キューバ CU 32 日本 JP 52 スロベニア SI
13 キプロス CY 33 キルギス KG 53 スロバキア SK
14 チェコ CZ 34 北朝鮮 KP 54 サンマリノ SM
15 ドイツ DE 35 韓国 KR 55 トルクメニスタン TM
16 デンマーク（フェ

ロー諸島未適用）
DK 36 カザフスタン KZ 56 トルコ TR

17 エストニア EE 37 リヒテンシュタ
イン

LI 57 ウクライナ UA
18 欧州連合 EM 38 リトアニア LT 58 米国 US
19 スペイン ES 39 ラトビア LV
20 フィンランド FI 40 モロッコ MA
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（２）集計結果について 
 ア 暫定的拒絶通報後に保護認容声明が通知された案件中、商品・役務の表示が不明確

である旨の拒絶の理由が含まれていた案件数及びその割合についての指定国別の集計

結果 
 
  2013 年の国際登録のうち、職権による審査が行われ、暫定的拒絶通報後に保護認容声

明が発行された案件数は、指定国単位で数えると 23,749 件3であった。このうち、指定

商品・指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由が含まれており、補正により登録と

なった案件の総数は、17,287 件であり、これを指定国別に集計し、当該理由を含む暫定

的拒絶通報の発行案件数の多い順に示したのが次頁の表 2 である。少なくとも表 2 の 19
の国及び地域においては、職権による商品・役務の審査が行われていると認められる。 

 
  指定商品・指定役務の表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の案件の数が

最も多かったのは米国であり、暫定的拒絶通報 9,109 件中、8,916 件において指定商品・

指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含んでおり、その割合も 97.88％であっ

た。次いで日本、韓国の件数及び割合がともに高く、日本が 4,101 件中 3,631 件で、そ

の割合が 88.54％、韓国が 2,978 件中 2,467 件でその割合が 82.84％と高い割合で指定

商品・指定役務の表示が不明確との拒絶理由が通知されていた。 
  これら 3 か国以外で、表示が不明確である旨の拒絶理由が暫定的拒絶通報の 8 割以上

を占める指定国官庁としては、シンガポールが 803 件中 707 件で割合が 88.04％、イギ

リスが 372 件中 316 件で 84.95％、イスラエルが 163 件中 137 件で 84.05％であった。 
  これらの国では、商品・役務の表示が不明確との拒絶理由が含まれていた暫定的拒絶

通報の案件数が、米国、日本及び韓国に比べて少ないものの、割合としては高く、出願

をする際に指定商品・指定役務の表示に注意を要する国であるといえる。 
  

                                            
3 商品・役務の表示が英語以外の言語で表記されていたもの、及び暫定的拒絶通報のデータを取得でき

なかった案件は本調査の対象から除外した。 
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表 2 暫定的拒絶通報後に保護認容声明が通知された案件における商品等の表示が不明確である旨の

拒絶の理由が含まれていた案件数及びその割合  

順

位 
国及び地域 

暫定的拒絶通報後の

保護認容声明が発行さ

れた案件数 [件]…(A) 

表示が不明確との理

由を含む暫定的拒絶

通報が発行された案

件数 [件]…(B) 

割合 
(B/A)[%] 

1 米国 9,109 8,916 97.88 ① 
2 日本 4,101 3,631 88.54 ② 
3 韓国 2,978 2,467 82.84 ⑥ 
4 シンガポール 803 707 88.04 ③ 
5 ロシア連邦 1,449 515 35.54 ⑪ 
6 イギリス 372 316 84.95 ④ 
7 オーストラリア 809 155 19.16 ⑬ 
8 ドイツ 185 138 74.59 ⑦ 
9 イスラエル 163 137 84.05 ⑤ 
10 アイルランド 196 108 55.10 ⑨ 
11 ノルウェー 517 60 11.61 ⑭ 
12 デンマーク 73 51 69.86 ⑧ 
13 オーストリア 63 31 49.21 ⑩ 
14 トルコ 329 30 9.12 ⑮ 
15 エストニア 134 8 5.97 ⑯ 
16 ニュージーランド 32 7 21.88 ⑫ 
17 欧州連合 254 6 2.36 ⑲ 
18 フィンランド 60 3 5.00 ⑰ 
19 中国 21 1 4.76 ⑱ 

合計 21,648 17,287 79.85 
(表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の発行案件数が 0 件の国は省略した。な

お、表中の丸数字は、割合に着目した場合の順位を表す。) 
 
  なお、2013 年の国際登録のうち、表示が不明確との拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の

発行案件数が 0 件の国は以下の 39 の国及び地域であった。 
 
  アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、バーレーン、ベネルクス、ベラルーシ、

スイス、コロンビア、キューバ、キプロス、チェコ、スペイン、フランス、ジョージア、

ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、イラン、アイスランド、イタリア、キルギス、北

朝鮮、カザフスタン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、モロッコ、モルド

バ、モンテネグロ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スウェーデン、
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スロベニア、スロバキア、サンマリノ、トルクメニスタン、ウクライナ（アルファベッ

ト順）4 
 
 
 イ 国際登録の指定商品・指定役務の減縮により対応した指定国別の集計結果 
 
  指定国官庁から暫定的拒絶通報が発行された場合、出願人は、リミテーション

（Limitation）と称される国際登録の指定商品・指定役務の減縮（第 25 規則(1)(a)(ii)）
の手続（以下、「リミテーション」と表記する。）により対応することができる。リミテ

ーションによる対応は、現地代理人を介さず出願人が直接手続をすることができるため、

費用の削減といった意味では有効な手段である。下記の表3は、暫定的拒絶通報に対し、

リミテーションで対応した案件があった指定国について、リミテーションで対応した案

件数が多い順に示した表である。 
 
表 3 リミテーションで対応した案件数の多い指定国 

順

位 
国及び地域 

暫定的拒絶通報後

の保護認容声明が

発行された案件数 
［件］ 

表示が不明確との

理由を含む暫定的

拒絶通報が発行さ

れた案件数 [件]

…(A) 

リミテーションで対応した

案件数及びその割合 

案件数

［件］…(B) 
割合 

(B/A)[%] 

1 日本 4,101 3,631 755 20.79 ② 
2 韓国 2,978 2,467 302 12.24 ④ 
3 米国 9,109 8,916 88 0.99 ⑭ 
4 ロシア連邦 1,449 515 21 4.08 ⑪ 
5 シンガポール 803 707 20 2.83 ⑫ 
6 イギリス 372 316 15 4.75 ⑨ 
7 オーストリア 63 31 9 29.03 ① 
8 ドイツ 185 138 8 5.80 ⑥ 
9 イスラエル 163 137 7 5.11 ⑧ 
10 オーストラリア 809 155 7 4.52 ⑩ 
11 アイルランド 196 108 6 5.56 ⑦ 
12 トルコ 329 30 5 16.67 ③ 
13 デンマーク 73 51 3 5.88 ⑤ 
14 ノルウェー 517 60 1 1.67 ⑬ 

合計 21,147 17,262 1,247 7.22 
（リミテーションで対応した案件数が 0 件の指定国は省略した。なお、表中の丸数字は、

割合に着目した場合の順位を表す。） 

                                            
4 これらの国の 2013年における暫定的拒絶通報後の保護認容声明が送付された件数は、第6章の末尾

に掲載した全指定国別案件数一覧表を参照。 
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  指定商品・指定役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含む暫定的拒絶通報に対し、

リミテーションで対応した案件数が最も多い指定国は日本であり、3,631 件中 755 件が

該当し、その割合は 20.79％と二番目に高い割合であった。なお、リミテーションの割

合が最も高い指定国はオーストリアであり、31 件中 9 件（29.03％）がリミテーション

での対応であった。 
  他方、リミテーションで対応した案件数が最も少ない指定国はノルウェーであり、60
件中 1 件のみであった。 
なお、今回の調査範囲において、米国を指定した 8,916 件に対し、88 件（0.99％）の

リミテーションの手続が確認されたが、米国は、オフィスアクションに対する応答を

USPTO へ直接行うことを求めており、商品及び役務の表示の補正にWIPO を通じて行

うリミテーションの手続を用いることができないことに注意されたい5。 
 
 
（３）指定国における商品・役務の表示の審査の傾向 
  文献調査の結果によれば、暫定的拒絶通報の内容を確認した 58 か国中、19 か国の指

定国官庁が通知した商品・役務の表示が不明確である旨の拒絶理由を含む暫定的拒絶通

報を確認することができた。残る 39 か国の指定国官庁においては、国際事務局が採用

する商品・役務の表示が受け入れられていると推測される。 
  商品・役務の表示の「明確かつ正確」の程度は指定国により異なっており、国際分類

表の類見出しに記載の各表示を商品・役務の表示として採用するかどうかについても、

指定国ごとに商品･役務の表示として採用できるものが異なっていることが明らかにな

った。ただし、EU 加盟国については、OHIM の取扱いと共通していた。 
  そして、多くの指定国に共通する傾向としては、不明確であるとされている類見出し

に記載の表示であっても、例えば “namely” などの語を介して具体的な商品等を特定す

ることにより、拒絶理由を解消することが可能ということが挙げられる。 
  また、事例は少なかったが、米国、シンガポール及びドイツについては、括弧や略字

の使用方法についての指摘が見受けられた。このような商品・役務の表示の形式的な記

載の条件については、米国、韓国、シンガポール及び OHIM 等の審査基準に記載され

ていた。 
 
 
  次頁 6.3 では、各指定国における商品・役務の表示に関する審査の傾向について例を

挙げてまとめている。なお、特に説明のない限り、商品・役務の表示及び分類は、「商

                                            
5 WIPO「MADRID  HIGHLIGHTS」
（http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/highlights/2015/pdf/madrid_highlights_special_e
dition_uspto.pdf）の 21ページ(10)(a)の「The response to the USPTO Office action must be sent 
directly to the USPTO, not the IB.」部分を参照されたい。 



540 
 

品・サービス国際分類表［第 10－2015 版］」に基づいており、ニース国際分類の類見出

しに記載の表示及びアルファベット順一覧表についても同様である6。 
 

                                            
6 本調査研究は 2013年の国際登録を調査対象とし、商品・役務の表示及び分類は「商品・サービス国

際分類表［第 10－2015版］」に基づいて本報告書を記載している。なお、国際事務局及び各指定国官庁

における商品・役務の表示に関する条文、規則、審査ガイドライン及び運用並びにこれらに同等の事項

は変更される可能性がある（本報告書作成時においては、第10－2016版が適用されている（2016年 1
月 1日以降の出願に適用））。このため、現状とは異なる場合があり、具体的な商品・役務の表示につい

ては、WIPO又は各指定国官庁における取扱いを確認されたい。 
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(4) 

Publishing products, including 
magazines, newspapers (other 
than daily newspapers), 
periodicals and books. 

(「出版物であって、雑誌、新聞（日

刊新聞を除く。）、定期刊行物及び

書籍を含むもの」) 
(IR1155620、第 16 類) 

➔ 

publishing products, namely magazines, 
newspapers (other than daily newspapers), 
periodicals and books. 

(「出版物、すなわち雑誌、新聞（日刊新聞を除く。）、

定期刊行物及び書籍」) 
(“including” は不明確であり、“namely”にす

るよう示唆) 

(5) 

Paper, cardboard and goods 
made from these materials, 
not included in other classes, 
in particular materials for 
packaging, bags, pouches, 
folding boxes for packaging 

(「紙、厚紙及びこれらの材料による

製品であって他の類に属さないも

の、特に包装材料、袋、小袋、包装

用折畳み箱」) 
(IR1188528、第 16 類) 

➔ 

Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other 
classes, namely materials for packaging, 
bags, pouches, folding boxes for packaging 

(「紙、厚紙及びこれらの材料による製品であって他

の類に属さないもの、すなわち包装材料、袋、小袋、

包装用折畳み箱」) 
(“in particular” は不明確であり、“namely” 
を使用するよう示唆) 

(6) 

Services for providing food and 
drink, in particular restaurant 
and bar services 

(「飲食物の提供サービス、特にレス

トラン及びバーにおけるサービス」) 
(IR1155803、第 43 類) 

➔ 

Services for providing food and drink, 
namely restaurant and bar services 

(「飲食物の提供、すなわちレストラン及びバーにお

けるサービス」) 
(“in particular” は不明確であり、“namely” 
を使用するよう示唆) 

 
 
（４）ロシア連邦 
 ア 概要 
  ロシアは、ニース国際分類の類見出しに記載の表示を指定商品・指定役務の表示とし

て採用しておらず、国内の法令又は国際分類のアルファベット順一覧表に掲載されてい

る商品・役務の表示を使用することを推奨している。なお、指摘を受けた事例のうち、

大部分が指定商品・指定役務の表示が重複しているという理由によるものであった。 
 
 イ 文献調査結果 
  2013 年において、ロシアを指定して国際登録された案件中、暫定的拒絶通報後に保護

認容声明が発行された案件数は、1,449 件であった。そのうち、指定商品・指定役務の

表示が不明確であるという拒絶の理由が含まれている暫定的拒絶通報が通知され、補正

により登録となった案件数は、515 件であり、割合としては 35.54％であった。なお、
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このうちの大部分が指定商品・指定役務の表示が重複しているという指摘であり、純粋

に商品・役務の表示が不明確であると指摘された例は、10 件であった。 
 

 
 
 ウ 審査の特徴（条文他） 
  願書には、「商標の公式登録を求める商品のリストであって、標章の登録を目的とす

る商品及び役務の国際分類の区分に従ってグループ分けした商品のリスト」を記載しな

ければならない（ロシア連邦民法典12,13第 1492 条 3(3)14）とされ、表示が不明確である

という拒絶理由は、この条文に基づいて通知される。 
 
  なお、ロシア連邦では、類見出しに記載の表示を指定商品・指定役務の表示として使

用することはできない。商品・役務の記載には、正確な用語を使用し、国際分類のアル

ファベット順一覧表に記載された表示を使用することが推奨されている15。 

                                            
12 「Civil Code of the Russian Federation Part IV」、2014年11月20日、ロシア連邦知財庁（Rospatent）
ホームページ内、URL：http://www.rupto.ru/docs?lang=en （アクセス日：2016年 2月 12日） 
13 「ロシア連邦民法第 4法典第 7編（日本語版）」、2010年 10月 19日改正法施行版、日本国特許庁ホ

ームページ内「外国産業財産権制度情報」、URL：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/russia/minpou_no4.pdf （アクセス日：2016 年 2月 12
日） 
14 前記脚注 12参照。英文では以下のように記載されている。「Article 1492. 3. 3) a list of goods with 
respect to which official registration of a trademark is sought and which are grouped according to 
classes of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of Registration of 
Marks」（「商標の正式登録を求める商品の一覧表であって、当該商品を標章の登録のための商品及びサ

ービスの国際分類の分類にしたがって分類するもの」）日本語訳は前記脚注 13を参照した。 
15 「Member Procedures – Russian Federation – Miscellaneous, Nice Classification」、WIPOホーム

ページ内、URL：http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ru.html?part=misc（アクセス日：

2016年2月12日）」英文では、以下のように記載されている。「The Office does not accept class headings 
of the Nice Classification. The names of the goods and services for which the international 
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 エ 不明確と指摘された表示例 
  以下に不明確と指摘された例を記載する。いずれも、商品・役務の国際分類のアルフ

ァベット順一覧表にある表示に基づいて記載するよう示唆がなされている（具体的な補

補正示唆案はない）。なお、下記(2)(6)は議定書の共通規則第 13 規則(2)(b)に該当する

国際事務局により指定商品・役務の表示欠陥通報が送付され、付記が記載されている指

定商品・指定役務の表示を不明確と判断している例であり、下記(7)～(9)は類見出しに

記載の表示の例である。 
 

(1) 

Chemical products for commercial 
purposes. 

(「商業用の化学製品」) 
(IR1154234、第 1 類) 

 

➔ 

Chemical products for commercial 
purposes, namely chemicals used in 
industry. 

(「商業用の化学製品、すなわち工業用化学品」) 

(2) 

electronic industrial devices (terms 
too vague in the opinion of the 
International Bureau- Rule 
13(2)(b) of the Common 
Regulations) 

(「産業用電子装置（国際事務局の意見と

して文言がきわめて漠然としている－共

通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1173007、第 7 類) 

➔ (削除補正) 

(3) 
Party decorations. 

(「パーティ用飾り」) 
(IR200763、第 16 類) 

➔ 
Party ornaments of paper. 

(「紙製のパーティ用装飾品」) 

                                                                                                                                        
registration of the mark is sought, must be grouped in the appropriate classes of the International 
Classification of Goods and Services of a current edition and version, each group preceded by the 
number of the class and presented in the order of the classes of that Classification; the goods and 
services shall be indicated in precise terms, preferably using the words appearing in the 
Alphabetical List of the said Classification in accordance with the Rule 9 (a) (xiii) of the Common 
Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and 
the Protocol Relating to that Agreement and with local trademark legislation」（仮訳：庁は、ニース

分類の類見出しに記載の表示を認めない。商品及び役務の名称は、現行の編及びバージョンの商品及び

役務の国際分類の適した類に分類しなければならず、各類は、各類の番号を先に付し、国際分類の類の

順に示さなければならない。；商品及び役務は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び当該協定に

関する議定書に基づく共通規則 9(a)(xiii)及び国内の商標法令に従って、正確な用語、好ましくは、前記

分類のアルファベット順一覧表に掲載されている用語を使用して示さなければならない。） 
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(4) 
golf clubs 

(「ゴルフクラブ」) 
(IR1183981、第 28 類) 

➔ (削除補正) 

(5) 
golf clubs 

(「ゴルフクラブ」) 
(IR1185260、第 28 類) 

➔ (削除補正) 

(6) 

alcopops (Terms too vague in the 
opinion of the International 
Bureau - Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations) 

(「アルコポップ（低アルコール炭酸飲料）

（国際事務局の意見として文言がきわめ

て漠然としている－共通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1176985、第 33 類) 

➔ (削除補正) 

(7) 

Personal and social services 
rendered by others to meet the 
needs of individuals 

(「個々の需要に応じて、他人が提供する

人的及び社会的サービス」) 
(IR1168592、第 45 類) 

➔ (削除補正) 

(8) 

personal and social services 
provided by others to meet 
individual needs 

(「個別の需要に応じて、他人が提供する

人的及び社会的サービス」) 
(IR178235、第 45 類) 

➔ (削除補正) 

(9) 

personal and social services 
rendered by others to meet the 
needs of individuals. 

(「個々の需要に応じて、他人が提供する

人的及び社会的サービス」) 
(IR1182618、第 45 類) 

➔ (削除補正) 
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