
 
 

平成 27 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの 

調査研究報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年 3 月 
 

 

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 

AIPPI･JAPAN 



40 
 

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（5） 
質問事項（調査対象件数）  17. デンマーク（DK） 616 18. チェコ共和国（CZ） 541 19. ニュージーランド（NZ） 492 20. ノルウェー（NO） 476 

Q1 

-1 

a 大文字と小文字の相違 同一と判断する(標準文字時) 19 同一と判断する(文字商標時) 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 2 

b 縦書きと横書きの相違 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 同一と判断しない 0 

c 右横書きと左横書きの相違 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 同一と判断しない 0 

d アクセント符号の相違 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 同一と判断しない 0 

e 句読点、引用符の相違 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 同一と判断しない 0 

f スペルの相違 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 同一と判断しない 0 

g 音訳と英語の相違 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 同一と判断しない 0 

h-1 書体の相違 同一と判断する 455 同一と判断する(文字商標時) 278 同一と判断しない 347 同一と判断する(標準書体時) 280 

h-2 書体の相違を認める程度 一般的な書体は同一と判断する  －  －  書体により異なる  

i 標準文字の扱い －  －  基礎が標準文字なら要宣言  －  

j 特徴のない(非図案化)文字商標の判断 EU 共通実務を採用している  書体の相違は考慮しない  同一でなければならない  －  

k-1 本国言語と他言語の二段併記の抽 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 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 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 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 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 同一と判断しない 0 

k-4 基礎商標からの一部抽出を認める程度 －  差異は許容されない  －  －  

l-1 色彩の相違 白黒とカラーは非同一と判断 444 同一と判断しない（例外は l-2） 0 同一と判断しない 0 同一と判断しない 5 

l-2 色彩の相違を認める程度 －  消費者が気づかない程度  －  －  

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 －  －  －  白黒とカラー非同一と判断  

Q2-1 同一性の審査基準の有無 あり  なし  －  あり  

Q2-2 同一性の審査基準の公開 公開［国際出願の説明］  －  －  公開 [国際出願の説明]  

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 －  商標の特定及び型の一致  電子的に基礎を複製している  －  

Q3-1 マドプロ登録可能な商標 立、音、ﾎﾛ、色、位置、その他  立、音、ﾎﾛ、色  立、音、ﾎﾛ、色、位置、におい  立、音、色、におい、動、味他  

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

Q3-3 Q3-2 の具体的な判断方法 －  －  －  －  
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４．３．１９ ニュージーランド 
 
（１）案件調査結果（概要） 
 
ニュージーランドを本国官庁とする国際登録の調査対象数は 492 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 378
件（76.8％）であった。 
 
 ニュージーランドにおける特徴は、書体（フォント）の相違と連続商標の取扱いを除い

て、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。文献調査では、書体（フ

ォント）の相違を除き日本の運用では非同一と判断されると思われる事例は少なかった。 
また、ニュージーランドに存在する連続商標制度では、一つの基礎商標の中に複数の商

標を含めることが可能である。複数の商標は、色の異なるもの、文字列が異なるもが含ま

れており、そのうちの 1 つが国際登録と同一であれば、基礎商標と国際登録が同一である

と判断されていること確認された。 
また、基礎商標において文字商標が指定されている場合、商標は自国官庁のデータベー

スでは統一書式（書体（フォント）、文字サイズ）のテキスト形式で表示されている。 
 
 
（２）同一性認定に関する規定・基準等 
 
 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

審査基準は存在しないが、ニュージーランドの国際電子出願の出願ツールでは、国際出願

の商標を基礎商標と同一の複製とすることが義務づけられているため、通常は評価する必

要がない旨、調査票で回答があった。 
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（３）ニュージーランド知的財産庁調査票回答結果 
 
 ニュージーランド知的財産庁の調査票回答結果及び事例調査結果を表 19-1 に示す。 
 
表 19-1 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 347*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)。 

（回答なし） 

10 標準文字の取扱い 基礎商標が標準文字である場合は、国

際出願の商標も標準文字でなければな

らない（ニュージーランドの国際電子

出願様式ではこれを義務づけている）。 
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 
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表 19-1 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。 
商標は同一でなければならない。 

14 色彩に差異がある場合 
 

同一と判断しない 0 

*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 
ニュージーランドにおいて調査を行った結果を表 19-2 に示す。492 件のうち、標準文字

の宣言のないものが 146 件、標準文字の宣言のあるものは 346 件であった。 
標準文字の宣言がない国際登録では 146 件中の 32 件（21.9%）、標準文字の宣言がある

国際登録では 346 件中の 346 件（100%）、合計 378 件（76.8％）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 19-1～図

19-3 に示す。 
 

表 19-2 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 146 346 492 
同一と判断 114 0 114 
非同一と判断 32 346 378 
 
図 19-1 同一・非同一判断の割合（全体） 

 
図 19-2 同一・非同一判断の割合          図 19-3 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 
 基礎出願と非同一であると判断された各相違の内容の内訳を表 19-3 に示す。 
ニュージーランドにおいては連続商標制度が認められており、複数の商標画像のうちの

一つ以上が同一であれば、同一と認定されている事例が多数確認された。標準文字の宣言

がある場合、書体（フォント）の相違は全事例で確認されたが、これは、自国官庁のデー

タベースでは統一書式（書体、文字サイズ）のテキスト形式で表示されていることによる

ものである。 
 
表 19-3 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） 1 346 347 
色 0 0 0 
背景 0 0 0 
構成 0 0 0 
拡大縮尺 0 0 0 
文字態様 0 0 0 
配置 0 0 0 
その他（連続商標） 27 10 37 
濃淡（参考）*1 6 1 7 
*1 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 
ニュージーランドにおいて「構成」にかかる相違は確認されなかった。 
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エ ニュージーランド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た事例を類型化して示す。 
 
（ア）連続商標 
ニュージーランドおいては連続商標制度が存在し、一つの基礎出願において複数の商標

を含めることが可能である。連続商標とは複数の商標が重要明細（要部）において相互に

類似しており、かつ、色のみが異なる等の条件を満たす場合には、単一の出願ができ、連

続商標として登録することができるものである。 
連続商標を基礎とする場合、連続商標に含まれる 1 つ以上の商標が国際登録と同一であ

れば、同一と判断されている。 
 
表 19-4 連続商標の例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1169126 基礎商標登録番号= 786223 

  

 
（標準文字の宣言なし）2 つの基礎商標のうち 1 つが同一である。 

② 国際登録番号= 1195861 基礎商標登録番号= 974464 

    
（標準文字の宣言なし）2 つの基礎商標のうち 1 つが同一である。 

③ 国際登録番号=1196437 基礎商標登録番号= 1085260 
 

  

 
（標準文字の宣言あり）2 つの商標のうち 1 つが同一である。 

④ 国際登録番号= 1162568 基礎商標出願番号= 968557 

    
（標準文字の宣言あり）2 つの商標のうち 1 つが同一である。 

 



247 
 

（イ）書体（フォント） 
基礎商標が文字商標である場合、自国官庁データベースにおいて統一された書体（フォ

ント）、文字サイズ、色で表示されている。 
 

表 19-5 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= 1150732 基礎商標出願番号= 972362 

  
基礎商標と国際登録で書体が相違している。 

② 国際登録番号= 1153887 基礎商標出願番号= 966613 

  
基礎商標と国際登録で書体が相違している。 

③ 国際登録番号= 1164836 基礎商標出願番号= 972937 

  
基礎商標と国際登録で書体が相違している。 
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（５）参考情報 
 
 ニュージーランドにおける標準文字及び連続商標に関する規定は以下のとおりである。 
 
ア 標準文字制度について 
 ニュージーランドにおいて標準文字制度は存在していない33が、書体に特徴のない文字

により出願を行う場合、「文字商標」を指定する必要がある34。ニュージーランド知的財産

局は、当該商標が外観上特徴のある文字や装飾を有さない文字であるとして扱う。 
 
イ 連続商標について 
 ニュージーランドでは以下のように連続商標制度が認められている。 
 
ニュージーランド商標法 
2013 年 7 月 1 日までの改正を含む 2002 年法No.4935 
第 5 条 解釈(ii)c 
 
「連続商標」とは、同一若しくは同一種類の商品又は同一若しくは同一種類のサービスの

内の該当するものについての複数の商標であって、次の条件を満たしているものをいう。 
(a) それらの重要な明細が相互に類似していること、及び 
(b) 次の事項の 1 又は 2 以上においてのみ異なっていること 
(i) それらが使用されているか若しくは使用される予定の商品又はサービスの陳述 
(ii) 数量，価格若しくは場所名の陳述 
(iii) 商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない他の非識別的事項 
(iv) 色彩 
 
 

                                            
33 日本特許庁HP「外国産業財産権制度情報」ニュージランド 
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/modopro_syohyoseido/nz.pdf#search='%E3%
83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83
%89+%E5%95%86%E6%A8%99+%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%96%87%E5%AD%97' 
（アクセス日：2016年 2月 18日）  
34 How to apply for trade mark (IPONZ) 
http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/how-to-apply-for-a-trade-mark 
 （アクセス日：2016年 2月 18日） 
35 ニュージーランド商標法(日本語訳) 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/new_zealand/shouhyou.pdf  
（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。 
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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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➔ 

(暫定的拒絶通報のコメント) 
The term Armenia cognacs in class 
33 needs to be corrected, because 
cognac is a variety of brandy which 
can be produced only in the 
wine-growing region surrounding the 
town Cognac in France (see annex). 
The correct term would probably be 
Armenian brandy. 

(「第 33 類におけるアルメニアコニャックの

用語は訂正が必要である。コニャックはフラ

ンスのコニャック周辺のワイン育成地域のみ

で生産可能なブランデーの種類である（付属

書類を参照）。正確な用語はアルメニアブラ

ンデーと思われる。」) 

(8) 

Assistance (mediation) of selling 
goods by means of post for the people 
with special printed catalogues. 
(terms considered too vague by the 
International Bureau rule 13.2.b) of 
the Common Regulations). 

(「第 33 類におけるアルメニアコニャックの

用語は訂正が必要である。コニャックはフラ

ンスのコニャック周辺のワイン育成地域のみ

で生産可能なブランデーの種類である（付属

書類を参照）。正確な用語はアルメニアブラ

ンデーと思われる。」) 
(IR1193921、第 35 類) 

➔ (削除補正) 

 
 
 イ ニュージーランド（7 件） 
  2013 年において、ニュージーランド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、国際登録単位で 32 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、7 件であり、割合としては 21.86％
であった。 

 
  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

しているものが多かった（下記(2)(4)(5)(6)(8)(9)～(11)）。その他の例では、不明確かつ
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区分が適さないと指摘された例（下記(1)）、役務の対象製品を明確とするよう示唆のあ

った例（下記(7)などがあった。 
 

(1) 

providing medical and scientific 
information in the field of 
pharmaceuticals and clinical 
trials. 

(「医薬品及び臨床試験の分野における

医学的及び科学的情報の提供」) 
(IR1181143, 1181144 共通、 

第 5 類) 

➔ 

(削除補正) 
(暫定的拒絶通報内のコメント 
This highlighted wording 73  is unclear 
and appears to be incorrectly classified in 
class 5.) 

(「ここで強調箇所とした文言は不明確であり、第

5類に分類されたのは誤りと思われる。」) 

(2) 

providing on-line computer 
databases and on-line 
searchable databases in the 
field of wine, wineries, food, 
restaurants and bars (terms too 
vague in the opinion of the 
International Bureau - Rule 
13(2)(b) of the Common 
Regulations). 

(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラ

ン及びバーの分野における、オンライ

ンコンピュータデータベース及びオン

ライン検索可能なデータベースの提供

（国際事務局の意見として用語がきわ

めて漠然としている－共通規則

13(2)(b)）」) 
(IR1184149、第 35 類) 

➔ 

providing commercial and/or business 
information in the field of wine, wineries, 
food, restaurants and bars by means of 
on-line computer databases and on-line 
searchable databases. 

(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラン及びバー

の分野における、オンラインコンピュータデータ

ベース及びオンライン検索可能なデータベースに

よる、商業及び／又はビジネス情報の提供」) 

(3) 

providing a website featuring 
information about juvenile 
products, child care, child 
safety, home safety, and child 
health. 

(「子供向け製品、育児、子供の安全、

家庭内の安全及び子供の健康に関する

情報を特徴とするウェブサイトの提

供」) 
(IR1176220、第 35 類) 

➔ 

providing a website featuring information 
about juvenile products, child care 
products, child safety products, home 
safety products, and child health 
products. 

(「子供向け製品、育児製品、子供の安全のための

製品、家庭内の安全のための製品、及び子供の健

康のための製品に関する情報を特徴とするウェブ

サイトの提供」) 

                                            
73 この部分は左列の下線部である。 
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(4) 

Providing on-line computer 
databases and on-line 
searchable databases in the 
field of wine, wineries, food, 
restaurants and bars (terms too 
vague in the opinion of the 
International Bureau - Rule 
13(2)(b) of the Common 
Regulations) 

(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラ

ン及びバーの分野における、オンライ

ンコンピュータデータベース及びオン

ライン検索可能なデータベースの提供

（国際事務局の意見として用語がきわ

めて漠然としている－共通規則

13(2)(b)）」) 
(IR1184149、第 41 類) 

➔ 

Providing educational, entertainment 
and/or cultural information in the field of 
wine, wineries, food, restaurants and 
bars via means of on-line computer 
databases and on-line searchable 
databases 
(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラン及びバー

の分野における、オンラインコンピュータデータ

ベース及びオンライン検索可能なデータベースに

よる、教育、娯楽及び／又は文化情報の提供」) 

(5) 

providing on-line information 
about reviewing, collecting, 
pairing, and consuming wine, 
food, and spirits (terms too 
vague in the opinion of the 
International Bureau - Rule 
13(2)(b) of the Common 
Regulations) 

(「ワイン、食品及びスピリッツの評価、

収集、食事との組合せ及び消費に関す

る情報のオンラインによる提供（国際

事務局の意見として用語がきわめて漠

然としている－共通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1184149、第 41 類) 

➔ 

providing on-line educational, 
entertainment and/or cultural 
information about reviewing, collecting, 
pairing, and consuming wine, food, and 
spirits 

(「ワイン、食品及びスピリッツの評価、収集、食

事との組合せ及び消費に関する、教育、娯楽及び

／又は文化情報のオンラインによる提供」) 
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(6) 

providing a website where for 
users to create, provide, track, 
manage and view information, 
reviews, ratings, and 
recommendations in the field of 
wine, wineries, food, 
restaurants and bars (terms too 
vague in the opinion of the 
International Bureau - Rule 
13(2)(b) of the Common 
Regulations). 

(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラ

ン及びバーの分野における情報、評価、

評定及び推奨を、利用者が作成、提供、

追跡、管理及び閲覧するためのウェブ

サイトの提供（国際事務局の意見とし

て用語がきわめて漠然としている－共

通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1184149、第 41 類) 

➔ 

providing educational, entertainment 
and/or cultural information by means of a 
website enabling users to create, provide, 
track, manage and view information, 
reviews, ratings, and recommendations 
in the field of wine, wineries, food, 
restaurants and bars. 

(「ワイン、ワイナリ、食品、レストラン及びバー

の分野における情報、評価、評定及び推奨を、利

用者が作成、提供、追跡、管理及び閲覧すること

を可能とするウェブサイトによる、教育、娯楽及

び／又は文化情報の提供」) 

(7) 

Entertainment services, namely 
featuring information on a wide 
range of topics and/or news 
articles via a website 

(「娯楽サービス、すなわちウェブサイ

トによる各種の話題及び／又はニュー

ス記事に関する情報を特徴とするも

の」) 
(IR1183150、第 41 類) 

 

Entertainment services, namely 
providing a website featuring 
entertainment information on a wide 
range of topics and/or entertainment 
news articles. 

(「娯楽サービス、すなわち各種の話題及び／又は

娯楽ニュース記事に関する情報を特徴とするウェ

ブサイトの提供」) 
(補正示唆案も同じ) 

(8) 

Providing access to an on-line 
database of still images, moving 
images, audiovisual images, 
and text (terms considered too 
vague by the International 
Bureau - rule 13.2.b) of the 
Common Regulations) 

(「静止画、動画、視聴覚画像、及びテ

キストのオンラインによるデータベー

スへのアクセスの提供（国際事務局の

意見として用語がきわめて漠然とみな

される－共通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1168534、第 42 類) 

➔ 

(補正示唆案) 
Hosting an on-line database of still 
images, moving images, audiovisual 
images, and text 

(「静止画、動画、視聴覚画像、及びテキストのオ

ンラインによるデータベースのホスティング」) 

➔ 
(補正示唆案) 
“Providing access to” → “hosting” 
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(9) 

providing a website featuring 
information and links relating 
to other on-line resources for 
still images, moving images, 
audiovisual images, and text 
(terms considered too vague by 
the International Bureau - rule 
13.2.b) of the Common 
Regulations). 

(「静止画、動画、視聴覚画像、及びテ

キストの、他のオンライン情報源に関

する情報及びリンクを特徴とするウェ

ブサイトの提供（国際事務局の意見と

して用語がきわめて漠然とみなされる

－共通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1168534、第 42 類) 

➔ 

(補正後の表示) 
hosting a website featuring information 
and links relating to other on-line 
resources for still images, moving images, 
audiovisual images, and text. 

(「静止画、動画、視聴覚画像、及びテキストの、

他のオンライン情報源に関する情報及びリンクを

特徴とするウェブサイトのホスティング」) 

➔ 
(補正示唆案) 
“Providing” → “hosting” 

(10) 

Indicating membership in an 
association of mechanical 
engineers (Terms too vague in 
the opinion of the International 
Bureau - Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations) 

(「機械エンジニア組合の構成員の表示

（国際事務局の意見として用語がきわ

めて漠然としている－共通規則

13(2)(b)）」) 
(IR1183443、第 42 類) 

➔ (削除補正) 

(11) 

matching of consumers of wine 
and other beverage with other 
consumers of similar tastes and 
interests (terms too vague in the 
opinion of the International 
Bureau - Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations). 

(「ワイン及びその他の飲料の消費者

に、類似する嗜好及び趣味を有する他

の消費者を紹介すること（国際事務局

の意見として用語がきわめて漠然とし

ている－共通規則 13(2)(b)）」) 
(IR1184149、第 45 類)) 

➔ 

social introduction agency services which 
involve matching consumers of wine and 
other beverage with other consumers of 
similar tastes and interests. 

(「ワイン及びその他の飲料の消費者に、類似する

嗜好及び趣味を有する他の消費者を紹介すること

に関する、社交的紹介代理サービス」) 
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