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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（2） 
質問事項（調査対象件数）  5. スイス（CH） 4,921 6. イタリア（IT） 3,791 7. 中国（CN） 3,517 8. ベネルクス（BX） 2,949 

Q1 

-1 

a 大文字と小文字の相違 回答なし 3 同一と判断しない 10 同一と判断する 1 同一と判断しない 0 

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

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

e 句読点、引用符の相違 0 同一と判断しない 1 同一と判断する 0 同一と判断しない 0 

f スペルの相違 0 同一と判断しない 0 同一と判断する 0 同一と判断しない 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 3,233 同一と判断する 514 同一と判断する 127 同一と判断する 3 

h-2 書体の相違を認める程度  書体により異なる  書体により異なる  1 つの書体のみ使用している  

i 標準文字の扱い  －  書体の相違は考慮しない  1 つの書体のみ使用している  

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  同一と判断しない  

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 同一と判断する 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 同一と判断する 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 同一と判断する 1 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  －  (例示あり)  このような事例は知らない  

l-1 色彩の相違 3 同一と判断しない 115 同一と判断する 479 同一と判断しない 4 

l-2 色彩の相違を認める程度  －  同系色で濃淡の相違は認める  －  

Q1-2 貴庁の商標の同一性認証の状況  

 

 判断基準の緩和を検討中  －  課題はない  

Q1-3 同一性認証の特徴  －  判断は外観や識別力に依存する  －  

Q2-1 同一性の審査基準の有無  なし  なし  なし  

Q2-2 同一性の審査基準の公開  －  －  －  

Q2-3 同一性審査基準の送付可否  －  不可  －  

Q2-4 同一性の具体的な確認方法  各要素の対応具合を元に判断実  －  同一性=厳密に同一と解釈する  

Q3-1 マドプロ登録可能な商標  立、音、ﾎﾛ、色、ﾄﾚ  立、音、ﾄﾚ  全タイプ(制限はない)  

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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４．３．７ 中国 
 
（１）案件調査結果（概要） 
 
中国を本国官庁とする国際登録の調査対象数は 3,517 件であり、これらのうち、日本の

運用では非同一と判断されると思われる件数は 2,453 件（30.3％）であった。 
 
中国の特徴は、大文字と小文字の相違や書体の相違、二段併記の一部抽出、また、色が

相違について同一と認める等、日本の運用に比べて緩やかであるといえる。 
 中国においては、標準文字の宣言の有無により、判断の基準が異なる。中国では標準文

字制度は存在しないが、「文字商標である場合に商標に使用する言語が同じであってかつ文

字の内容と配列の順序が完全同一で、公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある

場合には、字体、表音文字の大文字・小文字、又は文字の配列に横と縦の違いがあるとい

う理由により二つの商標に僅かな差異がある場合であっても、同一の商標と判断される（中

国商標審査便覧）」。また、基礎商標が標準文字を使用している場合、書体の相違は同一性

の認証の際に考慮されないという取り扱いが、中国商標局への調査票及び文献調査から確

認された。 
 標準文字の宣言がない場合で同一とされた事例として、基礎商標は白黒であるが、国際

登録はカラーである事例、及びその逆の事例、基礎商標には背景があるが、国際登録には

背景がない事例が確認された。また、図形と文字からなる基礎商標の図形部分のみを抽出

した国際登録、図形のみの基礎商標に文字を加えた国際登録も同一と認定された事例が文

献調査及び調査票回答から確認された。 
 標準文字の宣言がある場合、図形と文字の組み合わせから構成される商標や文字を図形

化した商標の場合でも標準文字の宣言がある商標として登録され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 

 
調査票の回答によると、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）に関する審査基準は存在しないが、基準は固定されているわけではなく、

外観全体やその主要部分に識別力があるかどうかに依存する旨の回答があった。 
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（３）中国（在中国法律事務所による）調査票回答結果 
 
 在中国法律事務所13による調査票回答結果及び事例調査結果を表 7-1 に示す。 
 
表 7-1 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 
同一と判断する 1 

2 横書き JPO 縦書き  J 
        P 
        O 

同一と判断する 0 

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

Sake 
アクセント符号等あり  
Saké 

同一と判断する 0 

5 句読点等なし  
STRAWBERRY 

句読点等あり 
“STRAWBERRY” 

同一と判断する 0 

6 スペル Color スペル Colour 同一と判断する 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 

同一と判断する 127*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)。 

“ Arial ” と “ Lucida Sans 
Unicode”の書体は、同一と判断さ

れる。 “Verdana”は、同一でな

いと判断されるのに十分なほど

“Arial”と異なっている。 
10 標準文字の取扱い 基礎商標が標準文字を使用してい

る場合、書体の相違は同一性の認

証の際に考慮されない。 
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 

同一と判断する 0 

 

                                            
13 調査票の回答は、中国商標局との手続き事案が多数ある法律事務所による回答である。 



141 
 

表 7-1 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] 
12 二段併記(音訳と英語) 

sutoroberī 
STRAWBERRY 

二段併記の一部(英語のみ) 
 STRAWBERRY 

同一と判断する 0 

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。 
下記は同一と判断する: 

 

 
 

14 色彩に差異がある場合 
 

同一と判断する。 479 

*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 
中国において調査を行った結果を表 7-2 に示す。3,517 件のうち、標準文字の宣言のな

いものが 3,358 件、標準文字の宣言のあるものは 159 件であった。 
標準文字の宣言がない国際登録では 3,358 件中の 2,331 件（69.4%）、標準文字の宣言が

ある国際登録では 159 件中の 122 件（76.7%）、合計 2,453 件（30.5％）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 7-1～図 7-3

に示す。 
 
表 7-2 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 3,358 159 3,517 
同一と判断 1,027 37 1,064 
非同一と判断 2,331 122 2,453 
 
図 7-1 同一・非同一判断の割合（全体） 

 
図 7-2 同一・非同一判断の割合          図 7-3 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 
 上記、アにおいて非同一と判断した各相違内容の件数を表 7-3 に示す。また、その割合

を図 7-4 及び図 7-5 に示す。 
各相違内容は標準文字の宣言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

合は、色、背景又は配置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、文字態様、配置又は色の相違が多く確認された。 
 
表 7-3 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] 

色 455 24 479 
背景 187 14 201 
配置 163 26 189 
文字態様 124 27 151 
書体 114 13 127 
構成 59 6 65 
拡大縮尺 53 11 64 
その他*1 0 0 0 
濃淡（参考）*2 1,733 68 1,801 
*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な内容 
相違内容の「構成」に関して、その具体的な相違内容を表 7-4 に示す。 

 標準文字の宣言の有無に関わらず、「内容変更（追加・削除）」の相違が多く確認された。 
 
表 7-4 「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） 

49 4 54 

大文字・小文字 1 0 1 
その他*1 16 2 18 
*1 商標が全く異なる。 
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エ 中国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について、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．色 
 調査票回答によれば、軽微な色の相違は考慮しない。 
 
表 7-5 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=1163466 基礎商標登録番号=11960522 

  
基礎商標は青みがかっているが、国際登録はグレーである。 

② 国際登録番号=1165281 基礎商標登録番号=4742478 

  
基礎商標は薄紫色の背景色であるが、国際登録はグレーである。 

③ 国際登録番号=1179077 基礎商標登録番号= 1685691 

  
基礎商標はグレーであるが、国際登録は水色である。 

 
 



145 
 

ｂ．背景 
 
表 7-6 背景の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号=1194993 基礎商標登録番号=721213 

  
基礎商標にはグレーの背景があるが、国際登録には背景がない。また、基礎

商標は国際登録に比べて横長である。 
② 国際登録番号=1198737 基礎商標登録番号= 519701 

  
基礎商標にはグレーの背景があるが、国際登録には背景がない。また、図と

文字の大きさのバランスも異なる。 
③ 国際登録番号=1184212 基礎商標出願番号=10404468 

 

 
 

基礎商標と国際登録において、背景と文字色が反転している。 
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ｃ．書体の相違 
 
表 7-7 書体の相違例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号=1170768 礎商標出願番号= 8197723 

 
 

 

 

基礎商標と国際登録で書体が相違する。色及び濃淡についても若干の差異がある。 
② 国際登録番号=1172427 基礎商標登録番号=7262743 

  
基礎商標と国際登録で書体が相違する。 

③ 国際登録番号=1186229 基礎商標出願番号=11065113 

  
基礎商標と国際登録で書体が相違する。 
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ｄ．構成（内容変更の例）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 7-8 構成の相違例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1165419 基礎商標登録番号= 104689 

  
基礎商標の一部が抽出され、国際登録されている14。 

② 国際登録番号= 1197751 基礎商標登録番号= 10965592 

  
基礎商標と国際登録で、漢字と文字のバランスが異なる。 

③ 国際登録番号= 1205942 基礎商標登録番号= 944080 

  
基礎商標には存在しない文字が国際登録に存在する。 

④ 国際登録番号= 1218793 基礎商標出願番号= 10442205 
基礎商標登録番号= 331884 

  

 
複数基礎のうちの 1 つに、国際登録にはない文字が存在している。 

 

                                            
14 中国の法律事務所から、「注冊商標」（日本語では「登録商標」）の表示に相違があっても、同一と認

定される運用が行われているとの情報を得た。 
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（イ）標準文字の宣言がある場合 
 
ａ．書体 
調査票の回答によると、標準文字を使用している場合は書体の相違は考慮されない。し

かし、標準文字の宣言の宣言がある場合においても文字だけではなく、②や③のような図

形的要素を含んだ事例が見受けられる。 
 
表 7-9 書体の相違に関する事例 
 国際登録 基礎商標 
① 国際登録番号= 1190241 基礎商標登録番号= 4370955 

 
 

基礎商標と国際登録で書体が相違する。また、色又は濃淡も異なる。 
② 国際登録番号= 1231809 基礎商標登録番号= 9090923 

  
基礎商標の文字は国際登録の文字と比べて縦長である。また、標準文字の宣言がある

にもかかわらず、デザイン的な要素が含まれている。 
③ 国際登録番号= 1256177 基礎商標登録番号= 7259866 

  
基礎商標の文字は国際登録の文字と比べて横長である。また、標準文字の宣言がある

にもかかわらず、デザイン的な要素が含まれている。 
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（５）参考情報 
 
標準文字制度について 
 中国には標準文字制度は存在しない。ただし、「商標審査基準」商標局 2005 年 12 月「第

三部分 商標の同一、類似の審査」三、（一）に、以下の記載がある。 
 
商標審査基準 2005 年 12 月15 
第三部分 商標の同一、類似の審査 
三、（一）文字商標の同一性 
 
文字商標であれば、商標に使用する言語が同じであって、かつ文字の内容と配列の順序が

完全同一で、公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある場合には、字体、表音文

字の大文字・小文字、又は文字の配列に横と縦の違いがあるということで二つの商標に僅

かな差異があるときも、同一の商標と判断される。 
 
 
 
 

                                            
15 「商標審査基準」商標局 2005年 12月

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20051231.pdf#search='%E4%B8
%AD%E5%9B%BD+%E5%95%86%E6%A8%99%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%B
A%96' （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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６．３．６ その他の指定国について 
（１）概要 
  本章では、暫定的拒絶通報後の保護認容声明が送付された案件のうち、指定商品・指

定役務の表示が不明確であるという拒絶理由を含む暫定的拒絶通報が送付された数が

比較的少ない以下の指定国について説明する。 
 
 中国、イスラエル、ロシア連邦、ドイツ、オーストラリア、アイルランド、ノルウェー、

デンマーク、トルコ、オーストリア、エストニア、ニュージーランド、フィンランド  

（説明順） 
 
  上記の指定国のうち、エストニア、ニュージーランド、フィンランド及び中国は表示

が不明確であるという拒絶理由を含む暫定的拒絶通報の送付数が 10 件以下であった。 
  また、前の章までに詳述した指定国及び上記の指定国以外は、本調査研究の調査対象

の暫定的拒絶通報が 0 件であったため、記載していない。 
 
  本章で説明する指定国における商品・役務の審査の傾向としては、欧州連合（EU：

European Union）の加盟国については、OHIM が採用不可としている類見出しに記載

の表示を使用している場合に、商品・役務の表示が不明確であると指摘するものが多か

った。そして、EU の非加盟国では、類見出しに記載の表示の取扱いを独自に定めてお

り、各指定国がそれぞれ不明確と判断している類見出しに記載の表示が不明確であると

指摘するものが多かった。また、共通の傾向として、小売等役務を指定している場合、

小売等役務の対象となる商品が十分に特定されていない理由により不明確とされてい

る。 
  なお、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を含む暫定的拒絶

通報の送付数が 10 件以下の指定国では、議定書の共通規則第 13 規則(2)(b)1に該当する

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。 
 
 
（２）中国 
 ア 概要 
  暫定的拒絶通報後の保護認容声明が送付された件数が少ないこともあるが、暫定的拒

絶通報後の保護認容声明が送付された案件中、指定商品・指定役務の表示が不明確であ

るいう拒絶理由を含む暫定的拒絶通報が含まれていたのは 1 件のみであった。その事案

の指摘内容は、中国において小売等役務は認められないというものであった。 

                                            
1 共通規則第 13規則(2)(b)「欠陥の是正のため、国際事務局が受け入れることができる提案が(a)に示す

期間内（注:通報の日から三月以内）にされなかったときは、国際事務局は、国際登録には国際出願で用

いられた用語を含める。ただし、本国官庁がその用語が分類されるべき類を明記することを条件とする。

国際登録には、国際事務局の意見により、それぞれ場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解でき

ない、又は語学的に不正確である旨の表示を含める。本国官庁がいかなる類も明記しない場合には、国

際事務局は職権でその用語を削除し、かつ、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報する。 
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 イ 文献調査結果 
  2013 年において、中国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、21 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

登録となったのは、上述の 1 件のみであり、割合としては 4.76％であった。 
  このことから、議定書に基づく国際出願について、中国は、国際事務局が採用する商

品･役務の表示をほぼ許容していることが推測できる。 
 

 
 
 ウ 条文等 
  中国の現行法は、第三回改正商標法（2013 年 8 月 30 日交付、2014 年 5 月 1 日施行）

である。本調査研究は 2013 年の国際登録が対象であるため、旧法による審査が行われ

ていた。下記の例では、旧商標法の第 19 条2及び第 28 条3に基づき拒絶されている。 

                                            
2 英文では以下のように記載されている。英文は暫定的拒絶通報に記載されているものを参照した。

「Article 19. An applicant for the registration of a trademark shall, in a form , indicate, in 
accordance with the prescribed classification of goods, the class of the goods and the designation of 
the goods in respect of which the trademark is to be used.」（「第 19条 商標登録を出願する時は、規定

の商品分類に基づき商標を使用する商品の類及び商品名称を願書に記載しなければならない。」（日本語

訳は、日本国特許庁ホームページ内、外国産業財産権制度情報、中国、商標法のものを参照した。URL：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/china/shouhyou.pdf) 
3 英文では以下のように記載されている。英文は暫定的拒絶通報に記載されているものを参照した。

「Article 28. Where a trademark the registration of which has been applied for is not in conformity 
with the relevant provisions of this Law, or it is identical with or similar to the trademark of another 
party that has, in respect of the same or similar goods, been registered or, after examination, 
preliminarily approved, the Trademark Office shall refuse the application and shall not publish the 
said trademark.」（「第 28条 登録出願された商標は，本法の関係規定を満たさないとき、若しくは他の

者が同一商品又は類似商品に既に登録していた、又は審査後予備的に許可された商標と同一又は類似し
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  なお、参考として、商品又は役務の表示は、「商品・役務分類表に記載された分類番

号及び名称に基づき記入されなければなら」ず、「商品又は役務に関する項目の名称が

商品・役務分類表に記載されていない場合には、当該商品又は役務の説明を添付しなけ

ればならない」（改正中華人民共和国商標法実施条例第 15 条4,5）とある。 
 
 エ 不明確と指摘された商品・役務の表示 
  下記の例では、小売に関する役務は認められないと指摘されている。 
  なお、2013 年 1 月 1 日に発効した国際分類第 10-2013 版に、「retail or wholesale 

services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies（薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供）」が追加されたことに伴い、中国においても、薬剤及び医療補助品を対象と

した小売及び卸売の役務が認められるようになった6。 
 

(1) 

Mail order, retail and 
computerized online ordering 
service in the field of clothing 
and luggage. 

(「被服及び旅行かばんの分野におけ

る通信販売、小売及びコンピュータ

オンラインオーダーサービス」) 
(IR1171023、第 35 類) 

➔ (削除補正) 

 
 
（３）イスラエル 
 ア 概要 
  イスラエルは、不明確であるとして使用できない類見出しに記載の表示を明らかにし

ており、これらに該当する表示を使用している案件に対する指摘が多かった。また、不

明確としている類見出しに記載の表示を使用している場合でも、“namely” などを介し

て商品等を十分に特定すれば認められる。 
  なお、“in particular” や “including” を使用している場合には、“namely” により商

品等を特定すべきという指摘がなされていた。 

                                                                                                                                        
ているときは、商標局が出願を拒絶し、これを公告しない。」）日本語訳は前記脚注2に同じ。 
4 原文ではこのように記載されている「第十五条 商品或者服务项目名称应当按照商品和服务分类表中

的类别号、名称填写；商品或者服务项目名称未列入商品和服务分类表的，应当附送对该商品或者服务的

说明。商标注册申请等有关文件以纸质方式提出的，应当打字或者印刷。本条第二款规定适用于办理其他

商标事宜。 
5 「中華人民共和国商標法実施条例」（日本語仮訳版）、「商標改正商標法マニュアル」、第134頁、林達

劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所、日本貿易振興機構発行2015年 3月 
6 「新規小売または卸売役務の商標登録出願関連事項にする通達」、2012年 12月 14日、ジェトロ北京、

URL：https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20121214.pdf （アクセス

日：2月 26日） 
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