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第三章 台湾における商標の登録要件 

商標の主な機能は、関連する消費者に商品・役務の出所を認識されることに

あるので、標識が商品・役務の出所を示したり他人の商品・役務と区別するこ

とができなければ、商標機能を備えないことになり、登録を許可してはならな

い。よって、識別力は商標が登録を取得するための積極的要件である。

一方、台湾市場に同一又は類似の商品・役務において、類似又は同一の商標

が並存する場合、関連する消費者の誤認混同を引き起こす虞があるので、商標

法に出願人の新規商標出願は他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類

似する場合、登録できないとされている。商標出願時、このような不登録事由

（商標第 条第 項）がある場合、商標登録できないことは、登録の消極的要

件である。

近年の商業活動の多様化、マスメディア及び広告の変容に伴い、伝統的商標

の形態だけでは実際の取引市場の需要に十分に対応できなくなっている。 商標

の権益を保障し、不公平な競争の発生を防止するため、現行商標法では、商品・

役務の出所を識別できる標識であれば、全て保護対象となり得る。よって、平

面の文字、図形、記号、立体形状、動態、ホログラム、音声など、又はその組

合せに限られず、日本では保護の対象とならない嗅覚、触覚、味覚等によって

感知できる標識も、商標法の識別力に係る定めに合致しければ、全て台湾商標

法による保護を受けることができる。

第一節 どのような商標が登録出願できるか

一、商標の構成要素

商標発展の流れを見れば、初期の商標の構成要素は単なる文字、図形、記号

又はその連合式（平面商標）にすぎないものである。商業活動の急速な発展、
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市場競争の激化に伴い、消費者の購買欲を喚起するため、商品又は役務の販促

手段を新たに次々と生み出した。業者は特殊な商品形状、包装容器の外観、音

声、色彩等を用いて、消費者が自社製品を認識し購入するよう惹きつけようと、

商標は徐々に立体、 音声、色彩商標と発展していくようになり、現在では動態

映像とホログラムも 商品又は役務の識別標識とされている。更に、嗅覚、触覚、

味覚等によって感知できる標識は、商標法の識別性に係る規定に合致するなら

ば、全て台湾商標法による保護を受けられるようになった。（台湾商標法第

条第 項）。

【商標の構成要素】

第十八条 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。

２

したがって、現在、「単なる文字、図形、記号又はその連合式の平面商標」

「立体商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「動き商標」「ホログラム

商標」「連続図案商標」、「匂い商標」などは、商品又は役務の出所を識別さ

せるに足る場合、全て台湾商標法の保護対象となっている。台湾商標実務にお

いて、平面商標を「伝統的商標」を言うのに対し、「立体商標」や「音商標」

などの新しいタイプ商標を「非伝統的商標」を称する。

                                                 
1
日本においても、 年 月 日の商標法改正により、「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみか

らなる商標」「音商標」及び「位置商標」の五つの新しいタイプの商標が登録できるようになった（日本

商標法第 条）。ただし台湾では、日本で採用されなかった「匂い商標」も登録出願することができる。
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商標の構成要素 
 
 

   
商標図案 

 
▲商品・役務における視覚表示 平面・立体 及び聴覚、臭覚表示が保護客体となっている。

商標図案 定 義 登録例

平面商標 単なる文字、図形、記号（＋、－、

×、÷、％、♪、♫ 、数字など。）

又はその結合からなる商標であ

る。

「 」、「 」

立体商標 立体商標は「商品本体の形状」「商

品の包装容器の形状」「立体的形

状の標識（商品又は商品の包装容

器以外の立体的形状」及び「役務

場所のインテリア設計」などのよ

うな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も

のを指す。

文字 

図形 

記号 立体図
形 

音声 

色彩 動態 

ホログラム 

音声 
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商標図案 定 義 登録例

色彩のみから

なる商標

単色又は複数の色彩の組合せのみ

からなる商標である。伝統的商標

の「文字、図形又は図形と色彩が

結合したもの」ではない。

動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴っ

て変化する商標である。

テレビやコンピューター画面等に

映し出される変化する文字や図形

などの連続して変化する動的映像

を指す。

ホログラム商

標

ホログラムは普通、紙幣やクレジ

ットカード、その他の価値がある

製品の偽造防止に使用され、商品

の包装又は装飾にも利用される。

ホログラム商標とは、ホログラム

文字や図形等がホログラフィーそ

の他の方法により変化する商標で

ある。それが見る角度によって変

化して見える文字や図形などであ

る。

連続図案商標 連続図案商標とは、連続的で延伸

可能な図案又は幾何図形から成る

図案で、当該連続図案自体が商

品又は役務の出所を区別する機能

を有するものを指す。

匂い商標 匂い商標の意味としては、特

定の匂いを商標とし、且つ当

これまで、台湾では登録に

なった事案はない。

匂い商標は視覚で感知でき
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商標図案 定 義 登録例

該匂い自体がすでに商品又は

役務を指示する機能を有して

いることを指す。匂い商標は

使用を指定した商品又はその

包装容器、提供する役務に関

する物品又は役務の場所等の

形式で表現される可能性があ

り、匂い自体に機能性を有し

なければ、登録される機会が

あるはず

である。

ない商標であり、電子媒体

でも記載できないものであ

るので、出願時商標の匂い

を書面で説明する必要があ

る。

結合式商標 文字、図形、記号、色彩、立体形

状、動態、ホログラム、音声など

の各種の組み合わせからなった標

識である。例えば、「文字」は図

形又は記号との組み合わせからな

った平面商標になれる。「文字」

も音声と組み合わせて、動態の変

化の過程を表す標識になれる。

（「 」の動態商標）

二、商標の種類（ここに言う「商標」は広義の商標である）

商標法では、「商標（狭義）、証明標章、団体標章、団体商標」を保護対象

と定めており、いずれも識別力を有する標識でなければならないとしている。

商標（狭義）の出願人は、原則としては営業を行う企業又は自然人（個人）で

あるのに対し、証明標章、団体標章及び団体商標の出願人がほとんど政府機関、

同業組合、協会その他の団体になり、特殊な出願と言える。
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１、商標

商品又は役務の関連消費者に、商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品

又は役務と区別できる標識を言う。

２、証明標章

証明商標とは、他人の商品又は役務の特性の品質、精密度、原料、製造方法、

産地又はその他の事項に証明を与えるための標識である。

証明標章の出願人が、証明しようとする商品又は役務に係る業務に従事して

いる場合、登録出願することはできない。なお、証明標章の出願人の資格は制

限されており、「他人の商品又は役務を証明する能力を有する法人、団体又は

政府機関」が、出願時出願人の有する、証明資格又は証明能力に係る証明書類

を提出しなければならない。

協定の地理的表示の保護に関連する規定に従い、地理的表示保護

を強化し、 年の商標法改正の際、同法 条第 項（現行法第 条第 項）

に産地証明標章が追加されたことで、地名、地理的範囲及び地理的表示も証明

標章として登録できるようになった。

３、団体標章

法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、その組織又は会員籍を表

彰するために、標章を排他的に使用しようとする場合は、団体標章の登録出願

をしなければならない。

 

 

商標図案 定 義 登録例
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識である。例えば、「文字」は図
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団体標章登録の出願は、法定事項を明記した出願書を以って、団体標章の使用

規範（構成員資格及び団体標章の使用管理方法を明記したもの）を添付して、智

慧財産局に対しこれを出願しなければならない。

４、団体商標

団体商標とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその構成員

の提供する商品 役務を指し示し、これによって当該団体の構成員でない者が提

供する商品 役務と区別する標識をいう。団体商標は団体がその会員に提供して

使用させるものであるため、出願人は「人」を集合体とする組合、協会又はそ

の他の団体でなければならない。

財団法人は「財産」を集合体としている。会社は営利社団法人であるものの、

会社は自分を営業主体とし、個別株主の名義で対外的に営業行為を行っていな

いため、団体商標をもって団体構成員の提供する商品 役務を指し示す必要がな

い。自然人は権利能力があるものの、「組合、協会又はその他の団体」に該当

しない。よって、財団法人、会社、自然人の三者はいずれも団体商標の出願人

として適格ではない。

団体商標登録出願する際には、商品又は役務の区分及び名称を記載した出願

書に団体商標の使用規範（構成員資格及び団体標章の使用管理方法を明記した

もの）を添付して、商標主務官庁へ提出する。上述のとおり、 年から地理

的表示保護を強化してきて以来、産地団体商標を受理しているものの、明文化

されておらず、 年の商標法改正の際、産地団体商標を団体商標の種類の一

つとして、同法第 条第 項（現行法）に追加された。

団体商標の種類は下記とおり、一般団体商標と産地団体商標に分けられてい

る。
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種類 説明 登録例

一般団体商標 商品 役務の出所

が特定団体の構

成員であること

を指し示すため

に用いるもので

ある。

新鮮な果物、新鮮な野菜、花卉、種や苗、

もみ米等の商品への使用を指定し、台湾

安全高品質農業推廣協会が登録を取得

したものである。団体商標には「 」

の文字が含まれているものの、指定商品

の品質、名声またはその他の特性は地理

的環境と関連性がないため、一般団体商

標に該当する。

産地団体商標

（態様：

地名＋商品・

役務名称）

商品 役務の出所

が特定団体の構

成員であること

を指し示すほか、

当該商品 役務が

一定の産地から

来たものである

ことも示してい

る。産地団体商標

の場合、当該地域

の商品 役務は特

定の品質、名声ま

たはその他の特

性を有していな

ければならない。

屏東県枋山郷で生産されたマンゴーへ

の使用を指定したものである。枋山のマ

ンゴーの品質・特性と地理的環境の関連

性として、屏東県枋山郷は地形が細長

く、山や海に囲まれ、日当たりがよく、

台湾最南端のマンゴー産地で、午前 時

から日照があるだけでなく、他の地域よ

り日照時間が長く、昼間の平均温度は

度に達し、他のマンゴー産地より平均温

度が高いことから収穫時期が早く、さら

に近隣の町より ～ 日も早いため、

枋山のマンゴーは先に市場に出ること

で得している。そのうえ、枋山地区は年

中台湾海峡から吹く海風を受け、その海

風にはマンゴーの木が最も必要とする

微量元素及びミネラル物質が含まれて

いる。美味しいマンゴーを作るために
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は、果実が実るとき、雨水が少なく、日

照が十分であり、温度が高いとの条件が

必要である。枋山郷はこれらの条件を備

えており、また乾燥した滑降風、排水良

好な土質に加え、暑い気候は、枋山のマ

ンゴーの外側が赤く、中身が黄色くなる

ように成熟させ、甘くて美味しいマンゴ

ーを作り上げる。

特殊な出願である証明標章、団体標章、団体商標について、それらの異なる

点を以下に説明する。
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種類 出願人の適格
標章 商標の

使用者
登録例

証明標章 ・団体の組織が必要であ

るが、必ずしも法人資

格を有しない。

・証明する能力を有す

る。

・証明しようとする商品

又は役務に係る業務

に従事できない。

会員に限ら

れない。

団体標章 ・法人の資格を有する。 会員に限る。

団体商標 ・法人の資格を有する。 会員に限る。
琉球泡盛

 

 
は、果実が実るとき、雨水が少なく、日

照が十分であり、温度が高いとの条件が

必要である。枋山郷はこれらの条件を備

えており、また乾燥した滑降風、排水良

好な土質に加え、暑い気候は、枋山のマ

ンゴーの外側が赤く、中身が黄色くなる

ように成熟させ、甘くて美味しいマンゴ

ーを作り上げる。

特殊な出願である証明標章、団体標章、団体商標について、それらの異なる

点を以下に説明する。
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第二節 登録出願するための要件や条件

商標の主要な機能は商品又は役務の出所を識別することにあるため、標識が

商品・役務の出所の表示又は他人の商品・役務の区別することができ、はじめ

て商標の機能を有し、商標登録を受けることになる。従って、商標としての「識

別性」があることは商標登録の積極的要件（商標法第 条第 項）である。

なお、台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義を採ってお

り、同一又は類似商品に、同一又は類似の商標を以って出願すれば、最も先に

出願した者を権利者として登録すべきであるとされている。つまり、同一又は

類似の商品において、他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、

消費者の誤認混同を引き起こす虞がある商標は、登録できないとされている。

このように、法令に規定される不登録事由（商標第 条第 項）が存在してい

ないことは、商標登録の消極的要件である。

上述したとおり、商標の登録要件は、積極的要件と消極的要件に分けられて

おり、二つの要件に満たせば、登録を受けることが可能となる。以下のように

説明する。

一、商標登録の積極的要件 －「識別力」があること

商標の登録要件として「識別力」を有することが商標法第 条第 項に定め

ている。識別力は、商標が商品・役務の出所を示すと共に、他人の商品・役務

と区別する特性があるため、識別力の判断においては、商標と指定商品・役務

との間の関係を一体で判断する必要がある。
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【商標登録の積極的要件】

第十八条

２ 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。

１、「識別力」がある標識

識別力がある商標の類型を強い順に並べると、 「独創的商標」、 「恣

意的商標」、 「暗示的商標」の順になる。

識別力のある

標識
説明 登録例

独創的商標 既存の語彙又は事物を援用した

ものではなく、それ自体は特定の

既存の含意を有しなく、新規な発

想であり、消費者にとって、商

品・役務の関連情報を何ら伝達す

るものではなく、出所を示して他

人の商品・役務と区別する機能を

有するもので、その識別力は最も

強いものである。

・「 」：

サーチエンジンに係る役

務に使用。

・「 」 ：

自動車、乗用車に係る商

品に使用。

恣意的商標 既存の語彙又は事物からなるも

のの、使用しようとする商品・役

務に品質、効用又はその他の特性

とは全く関係がないものを指す。

このような標識は指定商品・役務

の関連情報を伝えてないため、指

定商品・役務の記述的文字ではな

く、関連消費者は直接それを商標

・「 」、

「 」：

スマートフォン、コンピ

ュータ、データ処理装置

などの商品に使用。

・「 」：

衣服に係る商品に使用。

 

 

第二節 登録出願するための要件や条件

商標の主要な機能は商品又は役務の出所を識別することにあるため、標識が

商品・役務の出所の表示又は他人の商品・役務の区別することができ、はじめ

て商標の機能を有し、商標登録を受けることになる。従って、商標としての「識

別性」があることは商標登録の積極的要件（商標法第 条第 項）である。

なお、台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義を採ってお

り、同一又は類似商品に、同一又は類似の商標を以って出願すれば、最も先に

出願した者を権利者として登録すべきであるとされている。つまり、同一又は

類似の商品において、他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、

消費者の誤認混同を引き起こす虞がある商標は、登録できないとされている。

このように、法令に規定される不登録事由（商標第 条第 項）が存在してい

ないことは、商標登録の消極的要件である。

上述したとおり、商標の登録要件は、積極的要件と消極的要件に分けられて

おり、二つの要件に満たせば、登録を受けることが可能となる。以下のように

説明する。

一、商標登録の積極的要件 －「識別力」があること

商標の登録要件として「識別力」を有することが商標法第 条第 項に定め

ている。識別力は、商標が商品・役務の出所を示すと共に、他人の商品・役務

と区別する特性があるため、識別力の判断においては、商標と指定商品・役務

との間の関係を一体で判断する必要がある。
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識別力のある

標識
説明 登録例

としてと見做す。

暗示的商標 隠喩的に商品・役務の品質、機能

又はその他成分・性質などに関す

る特性を示唆するものであり、消

費者に記憶されやすいが、同業者

が通常それを商品・役務の説明に

用いるものではない標識を指す。

暗示的な記述は商品・役務の直接

的記述とは異なり、消費者が一定

程度の想像、思考、感受又は推理

を運用しないと、標識と商品又は

役務との間の関連性を理解する

ことができないものである。

・「 」

塗料の測色のためのオン

ラインソフトウェアに使

用。

・「 」：椅子、ロッ

キングチェア、机・椅子

セットに係る商品に使

用。

以上の識別力がある商標のうちに、最も識別力が弱いのは「暗示的商標」で

ある。法理上、「暗示的商標」と「記述的商標」との間に「識別力」有無の境

界線が引かれている。即ち、「暗示的商標は「識別力有り」とされ、「記述的

標識」は「識別力無し」とされる。しかし、実務上の審査において、「暗示的

商標」であるか、又は「記述的標識」であるかについて、その区別が難しく、

ケースによっては審査官の判断結果が異なる可能性もある。

２、「識別力」のない標識

商品・役務の関連説明を示めす記述的文字・図形、商品・役務の通用標章又

は名称、その他の出所を示せないもの又は他人の商品・役務と区別できない標

識は、いずれも識別力を有しない標識に属する（商標法第 条第 項）。
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【「識別力」のない標識】

第二十九条 次に掲げる、識別性を具えていない情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。

一 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

二 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

三 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

２

識別力の

ない標識
説明 拒絶事例

記述的標

識

記述的標識とは、指定商品・

役務の品質、機能又はその他

関連する成分、産地等の特性

について、直接に説明した標

識を指す。関連消費者は、そ

れを商品・役務の出所を認識

する標識ではなく、商品・役

務の説明と見做す。

商品・役務の説明とは、社会

通念に基づいて、商品・役務

自体の説明又は説明と密切

な関係がある場合は、登録し

てはならず、必ずしも商品・

役務を提供する者によって

共同で使用されない。

・「植物素材」：乳液、精油に

使用。

・「推理式」：参考書、項目測

定集に係る商品に使用。

通用標章

又は名称

通用標章は、業者が特定商

品・役務について共同で使用

するシンボルである。

・「 」：

スペインの伝統的居酒屋（バル）

又は前菜であり、レストラン、

 

 

識別力のある

標識
説明 登録例

としてと見做す。

暗示的商標 隠喩的に商品・役務の品質、機能

又はその他成分・性質などに関す

る特性を示唆するものであり、消

費者に記憶されやすいが、同業者

が通常それを商品・役務の説明に

用いるものではない標識を指す。

暗示的な記述は商品・役務の直接

的記述とは異なり、消費者が一定

程度の想像、思考、感受又は推理

を運用しないと、標識と商品又は

役務との間の関連性を理解する

ことができないものである。

・「 」

塗料の測色のためのオン

ラインソフトウェアに使

用。

・「 」：椅子、ロッ

キングチェア、机・椅子

セットに係る商品に使

用。

以上の識別力がある商標のうちに、最も識別力が弱いのは「暗示的商標」で

ある。法理上、「暗示的商標」と「記述的商標」との間に「識別力」有無の境

界線が引かれている。即ち、「暗示的商標は「識別力有り」とされ、「記述的

標識」は「識別力無し」とされる。しかし、実務上の審査において、「暗示的

商標」であるか、又は「記述的標識」であるかについて、その区別が難しく、

ケースによっては審査官の判断結果が異なる可能性もある。

２、「識別力」のない標識

商品・役務の関連説明を示めす記述的文字・図形、商品・役務の通用標章又

は名称、その他の出所を示せないもの又は他人の商品・役務と区別できない標

識は、いずれも識別力を有しない標識に属する（商標法第 条第 項）。
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識別力の

ない標識
説明 拒絶事例

通用名称は、業者が商品・役

務の名称を示すものとして

使用する名称であり、通用名

称にはその略称、略字及び俗

称を含む。

関連消費者にとって、通用標

章又は名称は、単に一般業者

が商品・役務自体を表示又は

表現するものに過ぎず、出所

を識別する機能を欠いてい

る。

ビヤホール、バーに係る役務の

通用名称。

・「 」：

処方薬を指す標識である。薬品

通用標章。

その他の

識別力の

ない標識

例 拒絶事例

①何のデザインも施されて

いない単一アルファベット
・「

 
」：

被覆溶接棒、糸はんだ、溶接棒

に係る商品に使用。

②字母と数字の組み合わせ

（商品型番）

「 」：自動裁断刺繍装置、

布裁断機に係る商品に使用。

③単純数字 ・「 」：

山芋パウダー、総合穀類繊維パ

ウダーに係る商品に使用。

④簡単な線又は基本的な幾

何学図形
・「 」：簡単な線で

あり、ハンドバッグ、リュック

サック、

ベルトバッグ、背嚢、衣服、ジ

ャケット、レインコート、水着、

カバナセット、Ｔシャツ等に係

る商品に使用。

⑤装飾図案

・「 」：
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その他の

識別力の

ない標識

例 拒絶事例

皿に係る商品に使用。消費者に

与える印象は皿上の装飾文様で

あり、出所を識別する標識では

ない。

⑥氏姓 ・「羅氏」：

飲食店に使用される。単純な氏

であり、識別性を有し

ない。

⑦呼称と氏姓の結合 ・「許医師」：

漢方、西洋医学、医用栄養品に

係る商品に使用。許は氏であり、

医師を結合した後もなお氏の意

味から切り離されていないた

め、識別性を有しない。

⑧会社名称 ・「馥立股份有限公司」：

会社名称であり、化粧品、スキ

ン

ケアに係る商品に使用。商標識

別性を有しない。

（股份有限公司 株式会社）

⑨ドメイン名 ・「 」、

「 」：デザ

インが施されていないドメイン

名であり、識別性を有しない。

⑩有りふれた宗教の神・用語

及びマーク・標語
・「 」：眼鏡、光学レンズ

に係る商品に使用。消費者に与

える印象は単なる一般的な祈願

の装飾図案に過ぎないため、識

別性を有しない。

⑫有りふれた祝いの言葉、吉

祥語、流行用語及び四字熟語

・「 」：電線ケーブ

ルに係る商品に使用。

⑬その他の識別力を有しな

い標識

 

 

識別力の

ない標識
説明 拒絶事例

通用名称は、業者が商品・役

務の名称を示すものとして

使用する名称であり、通用名

称にはその略称、略字及び俗

称を含む。

関連消費者にとって、通用標

章又は名称は、単に一般業者

が商品・役務自体を表示又は

表現するものに過ぎず、出所

を識別する機能を欠いてい

る。

ビヤホール、バーに係る役務の

通用名称。

・「 」：

処方薬を指す標識である。薬品

通用標章。

その他の

識別力の

ない標識

例 拒絶事例

①何のデザインも施されて

いない単一アルファベット
・「

 
」：

被覆溶接棒、糸はんだ、溶接棒

に係る商品に使用。

②字母と数字の組み合わせ

（商品型番）

「 」：自動裁断刺繍装置、

布裁断機に係る商品に使用。

③単純数字 ・「 」：

山芋パウダー、総合穀類繊維パ

ウダーに係る商品に使用。

④簡単な線又は基本的な幾

何学図形
・「 」：簡単な線で

あり、ハンドバッグ、リュック

サック、

ベルトバッグ、背嚢、衣服、ジ

ャケット、レインコート、水着、

カバナセット、Ｔシャツ等に係

る商品に使用。

⑤装飾図案

・「 」：
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３、使用による「識別力」を生じた標識 （後天的識別力）

先天的識別力 後天的識別力

「先天的識別力」は商標自体そのもにが持つ固有のものであって、市場に使

用によって識別力を取得する必要がない。前述した「独創的商標、恣意的商標、

暗示的商標」はそのものである。

「後天的識別力」は元来の標識は識別力を有しないものの、市場において使

用することによって、その結果として、関連消費者にそれが商品・役務の出所

の標識であると認識されることができれば、商標の識別力を有することを指す。

この時、当該標識には、本来の基本的意味以外に、出所を識別する新たな意義

が生じたため、後天的識別力は二次的意義（ セカンダリー

ミーニング）とも言ばれている。

したがって、そもそも識別力がある「独創的商標、恣意的商標、暗示的商標」

は先天的識別力があるといえるのに対し、使用による識別力を生じた商標が後

天的識別力を有するといえる。

後天的識別力を有すると認められた登録例

商標 説 明

‧ 「 」 単純な数字であり、元々識別力を有しなかった。しかし、

出願人によって長期にわたり商標とされ、航空機及びそ

の部品、航空機器及びその部品、ヘリコプター及びその

部品等に係る商品に使用されることで、関連消費者にそ

れが商品の出所を識別する標識になり、後天的識別力を

取得した。

‧

「 」

装飾図案であり、デパート会社、スーパー市場等に係る

役務に使用され、元々識別性を有しなかった。しかし、
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出願人によって長期にわたり手提げ袋、包装袋等営業用

品に大量に使用されたため、後天的識別性を取得した。

４、識別力が弱いものの登録可能性を高める方法

先天的識別力がある「独創的商標」「恣意的商標」「暗示的商標」について、

最も識別力が弱いのは「暗示的商標」である。前述のとおり、法理上、識別力

のある「暗示的商標」と識別力のない「記述的商標」との間に「識別力の有無」

の境界線が引かれている。しかし、実務の運用では、実際の案件における判断

は審査官によって違う場合がある。

「暗示的商標」は商品・役務の品質、性質、用途などを示唆するものであっ

 

 
３、使用による「識別力」を生じた標識 （後天的識別力）

先天的識別力 後天的識別力

「先天的識別力」は商標自体そのもにが持つ固有のものであって、市場に使

用によって識別力を取得する必要がない。前述した「独創的商標、恣意的商標、

暗示的商標」はそのものである。

「後天的識別力」は元来の標識は識別力を有しないものの、市場において使

用することによって、その結果として、関連消費者にそれが商品・役務の出所

の標識であると認識されることができれば、商標の識別力を有することを指す。

この時、当該標識には、本来の基本的意味以外に、出所を識別する新たな意義

が生じたため、後天的識別力は二次的意義（ セカンダリー

ミーニング）とも言ばれている。

したがって、そもそも識別力がある「独創的商標、恣意的商標、暗示的商標」

は先天的識別力があるといえるのに対し、使用による識別力を生じた商標が後

天的識別力を有するといえる。

後天的識別力を有すると認められた登録例

商標 説 明

‧ 「 」 単純な数字であり、元々識別力を有しなかった。しかし、

出願人によって長期にわたり商標とされ、航空機及びそ

の部品、航空機器及びその部品、ヘリコプター及びその

部品等に係る商品に使用されることで、関連消費者にそ

れが商品の出所を識別する標識になり、後天的識別力を

取得した。

‧

「 」

装飾図案であり、デパート会社、スーパー市場等に係る

役務に使用され、元々識別性を有しなかった。しかし、
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て、消費者に認識されやすく、販売業績を高めるために企業に採用されること

が多い。特に、季節感のある粧品やファクション商品などの営業者は、個別商

品に使用するファミリーネーム（個別商品の大概念、つまりシリーズ又はカテ

ゴリーを示すような名称）は「暗示的標識」や型番などのものが多い。よって

拒絶理由通知を受ける例も多いため、本稿には、商標としての識別力が弱い文

字の登録可能性を高める方法を次のように説明する。

（ ）標識のロゴ化

「識別力の弱い文字」に図形化のデザインを施したことである。

【事例】

登録でき

るか否か
商標 使用商品 説明

○

 炭酸飲料、ジュー

ス炭酸飲料、炭酸

水、ソーダ水等。

数字の「 」に図形化のデザイ

ンを施したものであり、且つ清涼

飲料にに係る商品の関連説明で

もない。それ故識別性を有する。

 スーツケース、札

入れ、リュックサ

ック等。

「 」に図形化のデザインが施さ

れ、既に単一レターのイメージか

ら切り離されていることから、出

所を示めして他人の商品・役務と

区別することができるため、識別

性を有する。

× 単純な数字の「 」、デザインが施されていない単一字母の「 」

（ ）同音異義語の文字を使用すること

同音異義語の文字は、消費者に対して新規で独特な印象を与えることができ
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ることによって、当該同音異義語の文字が元の説明に含まれず、商品又は役務

の出所を指示し区別する機能が生じている場合は、識別力を有する。

【事例】

登録でき

るか否か
商標 使用商品 説明

○

贏養 粉ミルク、動物の

乳に係る商品

「贏養」は「栄養」の同音異義語

（中国語の発音はいずれも「イン

ヤン」）であり、ミルクに係る商

品に使用する場合、識別力を有す

る。

海仙 魚肉団子、魚醤、

ホタテ、エビ、エ

ビの肉等に係る

商品

「海仙」は「海鮮」の同音異義語

（中国語の発音はいずれも「ハイ

シエン」）であり、魚介類に関す

る製品に使用する場合、識別力を

有する。

× 「栄養」「海鮮」はいずれも記述的標識又は通用名称である。

（ ）言葉の言い換え

商標審査基準により、指定商品・役務の性質、効能等を暗示する程度の識別

力の弱いものも登録できる。つまり、その文字を見て、意味が分かりやすいも

ので、かつ、「日常生活に使われていない言葉」ですこし工夫したものであれ

ば、登録可能性がある。しかし、直接に指定商品の性質、成分、効能を表すよ

うな説明的表現は、登録できない。つまり、「普通に使われている用語」の登

録可能性は低い。

 

 
て、消費者に認識されやすく、販売業績を高めるために企業に採用されること

が多い。特に、季節感のある粧品やファクション商品などの営業者は、個別商

品に使用するファミリーネーム（個別商品の大概念、つまりシリーズ又はカテ

ゴリーを示すような名称）は「暗示的標識」や型番などのものが多い。よって

拒絶理由通知を受ける例も多いため、本稿には、商標としての識別力が弱い文

字の登録可能性を高める方法を次のように説明する。

（ ）標識のロゴ化

「識別力の弱い文字」に図形化のデザインを施したことである。

【事例】

登録でき

るか否か
商標 使用商品 説明

○

 炭酸飲料、ジュー

ス炭酸飲料、炭酸

水、ソーダ水等。

数字の「 」に図形化のデザイ

ンを施したものであり、且つ清涼

飲料にに係る商品の関連説明で

もない。それ故識別性を有する。

 スーツケース、札

入れ、リュックサ

ック等。

「 」に図形化のデザインが施さ

れ、既に単一レターのイメージか

ら切り離されていることから、出

所を示めして他人の商品・役務と

区別することができるため、識別

性を有する。

× 単純な数字の「 」、デザインが施されていない単一字母の「 」

（ ）同音異義語の文字を使用すること

同音異義語の文字は、消費者に対して新規で独特な印象を与えることができ
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【事例】

登録でき

るか否か
商標 使用商品 説明

○

涼舒 エッセンシャル

オイル、ペパーミ

ントオイル等

商標にある「涼」と「舒」は、そ

れぞれ「涼しい」「快適な」の意

味があるが、中国語では、「涼し

くて快適に」を表現する際に、普

段「涼舒」とは言わない。「涼舒」

は暗示的商標をとされる。

豪亮 カークリーナー、

自動車ワックス

等使用。

「豪亮」を見ると、「豪」は「豪

華」、「亮」は「明るい」という

意味で、品物がピカピカであるこ

とを連想させるが、中国語の表現

では普段「豪亮」とは言わない。

「豪亮」は暗示的商標とされ、登

録になった。

×
「涼爽舒服（涼しくて快適）」「好亮（とても明るい）」は普通

に使われている用語であり、いずれも記述的標識である。

（ ）識別力のある商標と結合すること

識別力の弱いもの乃至識別力のないもの（例えば、単純数字、装飾図案又はス

ローガン・キャッチコピー等）について、識別力のある標章と結合して、前者に

つき権利不要求という申し出を提出することによって、登録に導かせる可能性が

ある。
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【事例】

登録で

きるか

否か

商標 使用商品 説明

○

パソコンのメモ

リ、光ディスク

等

キャッチコピー「

」は、貴方の生活を楽し

みなさいという意味で、権利

不要求（専用権を放棄する旨

の声明）をする必要があると

された。

 化粧品、人体用

洗浄剤に係る商

品

単一のレター「 」に他の識別

性を有する図形が結合されて

いるため、全体的に見て識別

力を有する。

自動車及びその

部品、車両エン

ジン等

「 」は商品の型番で識別力

のないものであるが、識別力

の「 」と結合して、

「 」の全体は登録

できるようになる。しかし、

「 」について、権利不要求

をしなければならない。

×
「 」「 」「 」はいずれも識別力のないもので

ある。

二、商標登録の消極的要件 －「不登録事由」のないこと

商標が登録を受けるには、識別力を有し、かつ、商標法第 条第 項にて定

められる「商標の不登録事由」に該当しないことも必要となる。この商標法に

規定される不登録事由が存在していないことは、商標登録の消極的要件である。

商標法第 条第 項に規定している不登録事由は「絶対的不登録事由」との二

つ種類に分けられている。

 

 

【事例】

登録でき

るか否か
商標 使用商品 説明

○

涼舒 エッセンシャル

オイル、ペパーミ

ントオイル等

商標にある「涼」と「舒」は、そ

れぞれ「涼しい」「快適な」の意

味があるが、中国語では、「涼し

くて快適に」を表現する際に、普

段「涼舒」とは言わない。「涼舒」

は暗示的商標をとされる。

豪亮 カークリーナー、

自動車ワックス

等使用。

「豪亮」を見ると、「豪」は「豪

華」、「亮」は「明るい」という

意味で、品物がピカピカであるこ

とを連想させるが、中国語の表現

では普段「豪亮」とは言わない。

「豪亮」は暗示的商標とされ、登

録になった。

×
「涼爽舒服（涼しくて快適）」「好亮（とても明るい）」は普通

に使われている用語であり、いずれも記述的標識である。

（ ）識別力のある商標と結合すること

識別力の弱いもの乃至識別力のないもの（例えば、単純数字、装飾図案又はス

ローガン・キャッチコピー等）について、識別力のある標章と結合して、前者に

つき権利不要求という申し出を提出することによって、登録に導かせる可能性が

ある。
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「絶対的不登録事由」：機能性を有するもの 第 号 と公益性を有するもの 第

号～第 号

「相対的不登録事由」：他人の商標と紛らわしい商標など、他人との間で権利

の衝突が起こるもの 第 号～第 号

商標法第 条第 項にて定められる「商標の不登録事由」は次のとおりであ

る。

【商標登録の消極的要件】

第三十条 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。

一 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。

二 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の国旗、

又は世界貿易機関の加盟国がパリ条約第 条の 第 号によって通知した

外国の紋章、国璽又は国の徽章と同一又は類似のもの。

三 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。

四 台湾の政府機関又はその为催する博覧会の標章、又はそれが授与する表彰状

等と同一又は類似のもの。

五 国際的な政府組織又は国内外の著名で、且つ公益的性質を具えた組織の徽章、

旗、その他の記章、略語、名称と同一又は類似のもので、公衆が誤認、誤信す

る虞があるもの。

六 国内外で品質管理又は査証を表すのに用いる国の標識、マークと同一又は類

似のもので、且つ同一又は類似の商品又は役務に使用すると指定しているもの。

七 公序良俗を害するもの。

八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞がある

もの。

九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つ

ワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾

が協定を締結している、又は国際条約にともに参加している、又はワイン又は

リカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。

十 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
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を生じさせる虞があるもの。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。

十一 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同

誤認を生じさせる虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を

損なう虞があるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願し

た場合は、この限りでない。

十二 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同

一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又は

その他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して

模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、こ

の限りでない。

十三 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネーム、屋号があるもの。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。

十四 著名な法人、商号又はその他の団体の名称があり、関連する公衆に混同誤

認を生じさせる虞のあるもの。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。

十五 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。

２

商標の新規出願に関する審査について、上記第 条 項 号がよく登録拒

絶理由として引用される。つまり、出願人の新規商標出願は他人の登録商標又

は先に出願した商標と同一・類似する場合、登録できないとされている。この

よくある拒絶理由の類型について、本稿第四章第三節で紹介し、詳細はそれを

参照ください。

２、商標類否の判定基準

商標法第 条 項 号の該当要件には、「商標の同一又は類似」、「商品・

役務の同一又は類似」及び「消費者に誤認混同の虞を生じさせる虞がある」と

いう三つの要件があり、その中で、最も重要な要件は「消費者に誤認混同の虞

を生じさせる虞がある」にある。実務上、関連する消費者に混同誤認を生じさ

 

 
「絶対的不登録事由」：機能性を有するもの 第 号 と公益性を有するもの 第

号～第 号

「相対的不登録事由」：他人の商標と紛らわしい商標など、他人との間で権利

の衝突が起こるもの 第 号～第 号

商標法第 条第 項にて定められる「商標の不登録事由」は次のとおりであ

る。

【商標登録の消極的要件】

第三十条 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。

一 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。

二 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の国旗、

又は世界貿易機関の加盟国がパリ条約第 条の 第 号によって通知した

外国の紋章、国璽又は国の徽章と同一又は類似のもの。

三 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。

四 台湾の政府機関又はその为催する博覧会の標章、又はそれが授与する表彰状

等と同一又は類似のもの。

五 国際的な政府組織又は国内外の著名で、且つ公益的性質を具えた組織の徽章、

旗、その他の記章、略語、名称と同一又は類似のもので、公衆が誤認、誤信す

る虞があるもの。

六 国内外で品質管理又は査証を表すのに用いる国の標識、マークと同一又は類

似のもので、且つ同一又は類似の商品又は役務に使用すると指定しているもの。

七 公序良俗を害するもの。

八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞がある

もの。

九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つ

ワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾

が協定を締結している、又は国際条約にともに参加している、又はワイン又は

リカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。

十 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
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せる虞があるか否かについては、商標紛争事件（異議申し立て、無効審判など）

の勝負を分けるキーポイントとなる。商標法中にこの重要な判断につき「混同

誤認の虞に関する審査基準」が頒布されている。その審査基準の要点を紹介す

る。

（ ）混同誤認の虞の有無の判断における参考要素

二つの商標の間における混同誤認の虞の有無を判断するにあたって、参考す

べき関連要素として、国内外の事例において言及された関連要素を参酌し、以

下の 項目の要素にまとめた：

① 商標識別力の強弱

② 商標の類否及びその類似の程度

③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度

④ 先権利者による多角化経営の状況

⑤ 実際における混同誤認の状況

⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か

⑧ その他混同誤認の要素

以上の 項目の要素があるものの、審査時、上記①から③を重要なベースと

し、④から⑧は参考項目として扱われている。

（ ）各項参酌要素の内包

① 商標識別性の強弱

商標図案にある文字、図形、形状又はそれらの組み合わせは、商標の一部分

であって、類似商品・役務において既に多数の異なる者によって商標の一部分

として使用され登録されているものは、当該部分を弱い部分と認定することが

できる。例えば、美容関連商品において、「佳人」はしばしば商標文字の一部

として使用されるので、比較的弱い部分である。したがって、「輕熟佳人」や

「嬌蘭佳人」「妲己佳人」「艾美佳人」など、いずれも非類似商標として並存し
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ている。又、例えば飲食サービスにおける「皇家」、「 」等も同様であ

るが、これらはいずれも比較的弱い部類である。

② 商標の類否及びその類似の程度

商標の類似の判断においては、商標図案の全体を観察しなければならない。

類似の判断におけるもう一つの重要な原則は、時と場所を異にして行う離隔観

察の原則である。特に留意されたいのは、外観・観念又は称呼のうちの一つが

似ている場合、商標の全体的印象の類似をもたらし得るものの、絶対に必然的

というわけではない。例えば、「第一」と「帝衣」とでは、中国語での称呼（発

音）は同じであるが、外観及び観念は全く異なるものであり、二つの商標の全

体的印象から言えば、商品又は役務の消費者に誤認を生じさせる可能性は極め

て低いため、類似ではない商標と考えるべきである。以下に商標構成による判

断原則を重点に列挙する。

Ａ、漢字について

中国語の漢字は、多くが万物の形象に由来するものである。それ故、その形に

込められた意味が重要視される。従って、中国語商標を比較対照する場合は、

外観及び観念の比較対照に重点を置くことができるべきである。但し、使用さ

れる商品・役務が口頭販売による商売を主とするものである場合は、比較対照

におけるその称呼の比重を高めなければならない。

Ｂ、ローマ字について

英語、フランス語、ドイツ語といった表音的な外国語では、その最初の字母（頭

文字）は、外観及び称呼において、全体の字句が消費者に与える印象に対して

極めて重要な影響を及ぼすことから、類似の判断時には最初の字母の比重を大

きくして考慮しなければならない。例えば、「house」と「horse」との間では類

似が適用される可能性があるが、「house」と「mouse」との間では、明らかに

適用されない。

Ｃ、組み合わせ若しくは複合字句について

組み合わせ又は複合字句において、主要字句と形容字句とに分けられるか否か

を探求し、もし分けられる場合は、原則的に主要字句を比較対照の客体としな

 

 
せる虞があるか否かについては、商標紛争事件（異議申し立て、無効審判など）

の勝負を分けるキーポイントとなる。商標法中にこの重要な判断につき「混同

誤認の虞に関する審査基準」が頒布されている。その審査基準の要点を紹介す

る。

（ ）混同誤認の虞の有無の判断における参考要素

二つの商標の間における混同誤認の虞の有無を判断するにあたって、参考す

べき関連要素として、国内外の事例において言及された関連要素を参酌し、以

下の 項目の要素にまとめた：

① 商標識別力の強弱

② 商標の類否及びその類似の程度

③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度

④ 先権利者による多角化経営の状況

⑤ 実際における混同誤認の状況

⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か

⑧ その他混同誤認の要素

以上の 項目の要素があるものの、審査時、上記①から③を重要なベースと

し、④から⑧は参考項目として扱われている。

（ ）各項参酌要素の内包

① 商標識別性の強弱

商標図案にある文字、図形、形状又はそれらの組み合わせは、商標の一部分

であって、類似商品・役務において既に多数の異なる者によって商標の一部分

として使用され登録されているものは、当該部分を弱い部分と認定することが

できる。例えば、美容関連商品において、「佳人」はしばしば商標文字の一部

として使用されるので、比較的弱い部分である。したがって、「輕熟佳人」や

「嬌蘭佳人」「妲己佳人」「艾美佳人」など、いずれも非類似商標として並存し
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ければならない。例えば、「泰山」と「小泰山」とでは、主要字句はいずれも

「泰山」であり、「小」とは単なる形容字句に過ぎない。このため、「小」の部

分は商品又は役務の消費者による識別の主要な根拠とはならず、その考慮の比

重は低く、原則として、「泰山」と「小泰山」は類似商標に属す。

Ｄ、機械的な比較対照を全ての案件に当てはめてはならないこと

英語商標の類否判断において、例えば、五つの字母中、四つの字母が同一

である場合、類似である可能性は高いものの、依然として個別案件に応じて決

めなければならない。

Ｅ、権利不要求された部分について

商標図案において識別力のない部分については、権利不要求（専用権放棄の声

明）が為されているか否かを問わず、他の商標との間で類似を判断する場合、

依然として専用権放棄の声明を為した部分を含めて全体で比較対照しなければ

ならない。

③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度

Ａ、商品の類似の意義

二つの異なる商品・役務が、性質、効能又は他の要素において共通する又は

関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会

通念及び市場取引状況に基づいて、商品・役務の消費者にその商品・役務が同

一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させると

きは、この二つの商品・役務の間に類似の関係が存在することを指す。なお、

商品と役務の間にそれぞれ類似関係がある場合、互いに類似するものとされる。

以下の主な状況に該当する場合は、類似商品になる可能性が高い。

・同一機能：例えばボールペン、鉛筆及び万年筆は、その主たる機能はいずれ

も書くことであり、消費者における同一の「書く」という要求を満

たすことができる。機能の同一は概括的な機能が同一である可能性

があり、特定の機能が同一である可能性もあり、機能の同一が特定

されるほど、商品の類似程度も高くなる。
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・相互補完機能：例えば万年筆、万年筆用インク及び万年筆用ケースは、機能

同士に相互補完作用があり、消費者の特定の要求を満たすことを共

同で実現することができる。商品における機能上の相互補完関係が

緊密であるほど、類似の程度も高くなる。

・完成品と部品、付属品の関係：両者は原則的に類似ではないものの、商品自

体とその部品又は半製品との間において、後者の用途が前者の使用

機能のために調整されたものあり、前者に後者が欠けているとその

経済上の使用目的を達成できない又は著しく損なう事情がある場

合、類似商品と認定される可能性が高くなる。

・役務の目的は、消費者の特定の要求を満たすことにある。従って、その満た

し得る消費者の要求が似通ったものであるほど、役務の類似程度も

高くなる。例えば、英語塾及び数学塾がそうである。

・役務が通常同一の業者によって提供される場合は、類似役務と認定される可

能性が高い。例えば、指圧マッサージ及びサウナがそうである。

実務において、特定の個別の商品・役務が類別で区分されている。商品又は

役務の分類（商品は第 類から第 類に属し、役務は第 類から第 類に属

する）は、行政管理及び検索に資するためのものであり、商品・役務の類否の

認定は、絶対的に当該分類に制限されるわけではない。このため、商標法第

条第 項において、「類似商品又は役務の認定は、前項に係る商品又は役務の

分類に制限されない」と規定されている。

商標の同一又は類似において、相互検索を要する商品又は役務の範囲を規範

するのに資するべく、類似グループ（商品・役務の類似群）の概念によって「商

品及び役務の分類及び相互検索参考資料」（商品・役務類似審査基準として使

われている）が編纂されており、実務において商品又は役務の類否を判断する

上で極めて重要な参考資料となっているが、当該参考資料編纂の主たる目的は

検索に供するためであって、個別案件においては依然として一般の社会通念及

び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌しなければな

らないことに注意が必要である。

 

 
ければならない。例えば、「泰山」と「小泰山」とでは、主要字句はいずれも

「泰山」であり、「小」とは単なる形容字句に過ぎない。このため、「小」の部

分は商品又は役務の消費者による識別の主要な根拠とはならず、その考慮の比

重は低く、原則として、「泰山」と「小泰山」は類似商標に属す。

Ｄ、機械的な比較対照を全ての案件に当てはめてはならないこと

英語商標の類否判断において、例えば、五つの字母中、四つの字母が同一

である場合、類似である可能性は高いものの、依然として個別案件に応じて決

めなければならない。

Ｅ、権利不要求された部分について

商標図案において識別力のない部分については、権利不要求（専用権放棄の声

明）が為されているか否かを問わず、他の商標との間で類似を判断する場合、

依然として専用権放棄の声明を為した部分を含めて全体で比較対照しなければ

ならない。

③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度

Ａ、商品の類似の意義

二つの異なる商品・役務が、性質、効能又は他の要素において共通する又は

関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会

通念及び市場取引状況に基づいて、商品・役務の消費者にその商品・役務が同

一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させると

きは、この二つの商品・役務の間に類似の関係が存在することを指す。なお、

商品と役務の間にそれぞれ類似関係がある場合、互いに類似するものとされる。

以下の主な状況に該当する場合は、類似商品になる可能性が高い。

・同一機能：例えばボールペン、鉛筆及び万年筆は、その主たる機能はいずれ

も書くことであり、消費者における同一の「書く」という要求を満

たすことができる。機能の同一は概括的な機能が同一である可能性

があり、特定の機能が同一である可能性もあり、機能の同一が特定

されるほど、商品の類似程度も高くなる。
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④ 先権利者による多角化経営の状況

先権利者が多角化経営を行っており、その商標を様々な商品又は役務に使用

又は登録している場合、係争商標との間に混同誤認の虞があるか否かを考慮す

るときは、各類商品又は役務のそれぞれについて比較対照するだけではなく、

類似の範囲が広くなることを考慮に入れなければならない。逆に、先権利者が

長期にわたって特定の商品又は役務のみの経営を行い、他の業界に進出する如

何なる形跡も見られない場合、その保護範囲は縮減されることがある。

⑤ 実際における混同誤認の状況

関連する商品又は役務の消費者が、後発案件の商標の商品が先権利者に由来

すると誤認する状況が実際に発生することを言う。この事実は、先権利者が関

連する物証を提出して証明しなければならない。

⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

・関連消費者が衝突した二つの商標のうち一つのみ熟知していた場合、熟知さ

れていた方の商標について、より大きな保護を与えなければならない。

・関連消費者が衝突した二つの商標のいずれについても相当に熟知していた場

合、即ち、二つの商標が市場において併存していた事実が関連消費者によっ

て既に認識されていた場合、更に異なる出所であることを十分に区別できる

ときは、この併存していた事実を極力尊重しなければならない。

⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か

関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせ得ることを知っていなが

ら、或いは元々関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせることを意

図して、商標を出願登録した場合、その出願は善意に属するものではない。こ

のような商標は商標紛争事件において、勝率が低くなる。例えば、以下の例が

挙げられる。
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・出願人が本来保有していた商標を合意によって他人に移転し、或いは強制執

行又は破産手続きによって他人に移転した後、更に同一又は類似の商標を出願

登録すること。

・ 出願人が他の商標権者により中国語商標の使用について実施許諾を受け、そ

の後、直接その中国語の英訳を商標として出願登録すること。

⑧ その他混同誤認の要素

前述した要素の外に、ある特殊な状況にも混同誤認の判断を左右する要素が

存在する可能性がある。例えば、商品のマーケティングチャネル又は役務の提

供場所が同一であり、関連消費者が同時に接触する機会が大きい場合、混同誤

認を引き起こす可能性は高い。反対に、直接販売、電子ショッピング、通信販

売等のマーケティングチャネルを介する場合、それと一般的なマーケティング

チャネルによって販売されるものとの間で、混同誤認を生じるか否かについて

は斟酌する余地がある。また、同じ飲食サービスであっても、大型ホテルの形

態で提供される可能性もあれば、屋台の形態で提供される可能性もあり、両者

は必ずしも混同誤認を引き起こすとは限らない。従って、個別案件においてこ

れら他の関連要素が存在する場合は、併せて考慮しなければならない。

３、商標類似の事例

（ ）外観類似事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

歯ブラシ、電動歯ブラ

シなど。

 

 
④ 先権利者による多角化経営の状況

先権利者が多角化経営を行っており、その商標を様々な商品又は役務に使用

又は登録している場合、係争商標との間に混同誤認の虞があるか否かを考慮す

るときは、各類商品又は役務のそれぞれについて比較対照するだけではなく、

類似の範囲が広くなることを考慮に入れなければならない。逆に、先権利者が

長期にわたって特定の商品又は役務のみの経営を行い、他の業界に進出する如

何なる形跡も見られない場合、その保護範囲は縮減されることがある。

⑤ 実際における混同誤認の状況

関連する商品又は役務の消費者が、後発案件の商標の商品が先権利者に由来

すると誤認する状況が実際に発生することを言う。この事実は、先権利者が関

連する物証を提出して証明しなければならない。

⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

・関連消費者が衝突した二つの商標のうち一つのみ熟知していた場合、熟知さ

れていた方の商標について、より大きな保護を与えなければならない。

・関連消費者が衝突した二つの商標のいずれについても相当に熟知していた場

合、即ち、二つの商標が市場において併存していた事実が関連消費者によっ

て既に認識されていた場合、更に異なる出所であることを十分に区別できる

ときは、この併存していた事実を極力尊重しなければならない。

⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か

関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせ得ることを知っていなが

ら、或いは元々関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせることを意

図して、商標を出願登録した場合、その出願は善意に属するものではない。こ

のような商標は商標紛争事件において、勝率が低くなる。例えば、以下の例が

挙げられる。
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金、銀、ダイヤモンド、

宝石など。

財布、ハンドバッグ、

スーツケースなど。

（ ）称呼類似事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

撮影サービス

手持工具（手動式のも

の）

衣服など。

（ ）観念類似事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

塗料など。
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係争商標は「動物用洗浄

剤」に使用するが、引用商

標は「靴、ブーツ」に使用

する。

係争商標の「史奴比」又は

「史努比」という文字の組

合せは、ユニークで固有の

意味がなく、チャールズ・

モンロー・

シュルツが独創したキャ

ラクター「 」の音訳

として台湾でよく知られ

ている。

英文字の対応漢字として

使用し、既に周知著名にな

っている場合、その他称呼

類似の漢字商標の登録・使

用を阻止できる。

なお、商標の周知性が高け

れば高いほど、保護の範囲

はより広くなり、類似では

ない、また関連もない商

品・役務まで強く保護を受

ける可能性がある。

 

 

金、銀、ダイヤモンド、

宝石など。

財布、ハンドバッグ、

スーツケースなど。

（ ）称呼類似事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

撮影サービス

手持工具（手動式のも

の）

衣服など。

（ ）観念類似事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

塗料など。
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（ ）周知性による商標類似の事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

係争商標は「キャンディ

ー、チョコレート、ビス

ケットなど」に使用する

が、引用商標は「ハンバ

ーガー、サンドイッチ、

お菓子、クッキー、パン、

ケーキ、フライドポテト

及びレストランなど」に

使用する。

レストラン、スナックバ

ーなどの役務に使用。

（ ）識別力の弱いものを含む、市場に並存することによる商標非類似の事例

Ｎ

ｏ 係争商標
根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

 

未加工人造樹脂など。

両商標には同じアルファ

ベットの「 ・ 」があ

るものの、語尾の「 」

は頻繁に未加工人造樹脂

の商品に使用されて既に

商標としての識別力が弱

まっている。両商標の主要

部 は そ れ ぞ れ 語 頭 の
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「 」、「 」となる。

両 商 標 の 語 頭 で あ る

「 」、「 」とを対

照すると、両者の外観が異

なり、称呼も明らかに異な

っており、類似を構成しな

い。かつ、両商標はすでに

台湾市場に長期にわたっ

て並存しており、その事実

が尊重すべきである。

 

 
（ ）周知性による商標類似の事例

Ｎ

ｏ
係争商標

根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

係争商標は「キャンディ

ー、チョコレート、ビス

ケットなど」に使用する

が、引用商標は「ハンバ

ーガー、サンドイッチ、

お菓子、クッキー、パン、

ケーキ、フライドポテト

及びレストランなど」に

使用する。

レストラン、スナックバ

ーなどの役務に使用。

（ ）識別力の弱いものを含む、市場に並存することによる商標非類似の事例

Ｎ

ｏ 係争商標
根拠となる商標

（引用商標）
商品・役務類似群

 

未加工人造樹脂など。

両商標には同じアルファ

ベットの「 ・ 」があ

るものの、語尾の「 」

は頻繁に未加工人造樹脂

の商品に使用されて既に

商標としての識別力が弱

まっている。両商標の主要

部 は そ れ ぞ れ 語 頭 の
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添付資料５

商標並存同意書

______________株式会社の出願第 号「 」商標が、当社の登録

第 号「 」商標と並存することに同意する。

商標並存に同意後、今後当社が出願する商標が、前述の出願第 号

「 」商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似す

る場合、該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了

解した。

経済部智慧財産局 御中

同意者：           股份有限公司（印）

代表者：          （印）

統一編号：

住所：

電話：

印鑑宣誓書

この商標並存同意書に捺印した印鑑は確かに登録第 号商標の商標権

者が所有するものと証する。又、印鑑の偽造や盗用事情が発生した場合、当社

はそれにより生じた全ての法的責任を負うことをここに宣誓する。

同意者： 股份有限公司（印）

代表者：   （印）

西暦 年 月 日

産業財産権における模倣対策のご案内
　公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業
を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地に
て以下の活動をしております。

　　１．台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
　　２．弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
　　　　現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
　　３．産業財産権に関する相談窓口の設置
　　　　産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、
　　　　幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

　　　　※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
　　　　　公益財団法人日本台湾交流協会  貿易経済部までお問い合わせください。

ＴＥＬ：０３－５５７３－２６００
ＦＡＸ：０３－５５７３－２６０１

日本台湾交流協会ＨＰ： http://www.koryu.or.jp
台湾知的財産権情報サイト： http://chizai.tw/

［特許庁委託］　台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）
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