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第四章 商標出願から登録まで（所要時間と費用）

第一節 出願前の調査と対処

一、商標登録のための調査

登録出願する商標又は商標の候補などが登録されていないかどうかの確認を

するために、事前に商標調査を行う。商標調査では、登録されている商標と、

出願中の商標が検索できるが、最近の 日以内に出願された商標は検索できな

いため注意が必要である。

調査は、商標を使用する商品・役務（サービス）を特定して行う。商標が同

一・類似のものであり、かつ、商品又は役務（サービス）が同一・類似してい

れば、同一商標・類似商標とされる。同一商標・類似商標が先に登録されてい

れば、後願の商標は登録できない。この商標制度は先願登録主義といい、台湾

の商標登録制度は、先願登録主義を採用している。

二、商標調査の利点

商標調査は出願時に必要な手続きではないが、商標出願から登録までの審査

期間約六～八ヶ月程度かかることから、調査せず出願し、六～八ヶ月後に商標

登録が認められないという結果になった場合、出願人の市場利益に不都合をも

たらす虞がある。また、調査した結果、同一・類似商品又は役務において、同

一・類似の商標が存在した場合、自己の商標を未登録で使用すると権利侵害と

して訴えられる虞がある。したがって、商標登録障害にならないように、また

不要な紛争を回避するため、使用予定の商標の識別力の有無や類似する商標が

あるか否かの商標調査を行うべきである。一方、商標登録の要件には、積極的

要件としての「識別力」を具えなければならないので、商標調査を行った場合、

通常、現地代理人は商標の「識別力の有無」についても、意見を提供する。
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三、商標調査の留意点

商標調査は、商標図案及び商品・役務を特定（又はその所属区分）し、商標

の構成要素であるローマ字、漢字､図形をそれぞれ調査する。したがって、調査

を商標代理事務所などに依頼する場合の件数の計算について、基本としては、

一商標一区分（類）の調査を 件とし、調査対象の商標が英文字と仮名（平か

な、カタカナ）、漢字或いはその他の外国文字若しくは図形との組み合わせで

あれば、文字、図形ごとに調査する必要がある。例えば、「 」

を第 類の自動車の範囲を調査する場合は英文字と図形の 件で、「ソニー

索尼」を第 9 類に属する電子用品の範囲を調査する場合、仮名、英文字と

漢字の 3 件で、「任天堂 」を第 類（ 商標 つの区分）

の範囲を調査する場合、合計 件になる。

四、主務官庁の商標検索システム

下記の智慧財産局のサイトにて商標を検索する場合は、商標及び特定の商

品・区分（英語版は区分のみで入力できる）をキーワードとして入力する。検

出された先行商標が必ずしも同一・類似商品における類似商標ではない。かつ、

商標が類似するか否かの判断は、見方によって異なり、一概には言えないこと

に留意が必要である。商標調査には、商標の識別力や、商標類否、商品・役務

の類否などを分析する専門知識が必要なので、なるべく現地代理人に依頼した

方がよい。

智慧財産局は検索システムをリニューアルして、 年 月 日から新しい

検索システムの試運営が開始している。従来の検索システムは近日に廃止され

る見込みであるので、本稿は関連する新しいシステムの画面で紹介する。

 

 

第四章 商標出願から登録まで（所要時間と費用）

第一節 出願前の調査と対処

一、商標登録のための調査

登録出願する商標又は商標の候補などが登録されていないかどうかの確認を

するために、事前に商標調査を行う。商標調査では、登録されている商標と、

出願中の商標が検索できるが、最近の 日以内に出願された商標は検索できな

いため注意が必要である。

調査は、商標を使用する商品・役務（サービス）を特定して行う。商標が同

一・類似のものであり、かつ、商品又は役務（サービス）が同一・類似してい

れば、同一商標・類似商標とされる。同一商標・類似商標が先に登録されてい

れば、後願の商標は登録できない。この商標制度は先願登録主義といい、台湾

の商標登録制度は、先願登録主義を採用している。

二、商標調査の利点

商標調査は出願時に必要な手続きではないが、商標出願から登録までの審査

期間約六～八ヶ月程度かかることから、調査せず出願し、六～八ヶ月後に商標

登録が認められないという結果になった場合、出願人の市場利益に不都合をも

たらす虞がある。また、調査した結果、同一・類似商品又は役務において、同

一・類似の商標が存在した場合、自己の商標を未登録で使用すると権利侵害と

して訴えられる虞がある。したがって、商標登録障害にならないように、また

不要な紛争を回避するため、使用予定の商標の識別力の有無や類似する商標が

あるか否かの商標調査を行うべきである。一方、商標登録の要件には、積極的

要件としての「識別力」を具えなければならないので、商標調査を行った場合、

通常、現地代理人は商標の「識別力の有無」についても、意見を提供する。
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【中国語版】
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【英語版】

 

五、調査結果による対処

商標調査を行った結果、同一・類似の商品又は役務において、同一・類似の

商標を発見されなかった場合、早期出願の優位性を確保するため、至急登録出

願することを進める。

また、同一・類似商品又は役務において、同一・類似の商標が発見された場

合は、次の対応策を検討する。

商標図案を変更する

調査対象が台湾市場のために発想した商標図案であれば、商標図案を変更す

ることが考えられる。台湾以外の国・地域で既に使用している商標であれば、

先行商標との類似性を低めるため、自社の他の商標などを加えることが検討さ

れる。例えば、調査対象は、個別商品に使用するファミリーネーム（個別商品

 

 
【中国語版】
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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）である場合、当

該名称にハウスマーク（営業の同一性を表わす営業標識として使用される社標）

を加えることができる。しかし、商標類否の判定はケースバイケースで行うの

で、一概には言えない。

商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、

商標図案を変更する場合、改めて新規出願をする必要がある。

なお、商標図案について、商標としての識別力が弱く、又は識別力がない場

合、その登録可能性を高める方法を第三章の第二節の４に紹介した。また、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については第三章第二

節第一項の４で紹介した。

不使用取消審判の請求

類似の先行商標が登録後満 年以上のものであって、当該商標の使用実態を

調査し当該商標に不使用の事実があれば、不使用取消審判を請求して当該商標

を取り消すことを検討できる。

先行商標の権利者との交渉

先行商標と同一又は極めて類似する場合、出願前又は出願後、当該先行商標

の権利者にコンタクトし、後述する同意書（ コンセントレ

ター）の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉することを検討できる。

仮に、調査対象商標と先行商標との類似性に争議の余地がある場合、先に登録

出願して、審査官から類似の先行商標を引用して拒絶理由通知が送付されてき

てから、先行商標の権利者との交渉を開始してもよい。
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年改正商標法（現行商標法）が公布、施行されてから、同意書制度 い

わゆる「レターコンセント制度」 が 年から採用されている。つまり、同

一又は類似の商品における、他人の先登録又は先願と同一・類似し、消費者の

誤認混同を引き起こせしめる虞があれば、登録できないことになっているが、

両者の商標と指定商品が全く同一でない場合は、当該登録商標の権利者或いは

先願の出願人より同意を得ることができれば、例外的に商標の登録出願が認め

られる。

異議申立て又は無効審判の請求

類似の先行商標に、悪意の冒頭出願又は他の不登録理由があれば、智慧財産局に

異議申立（登録後 ヶ月未満のもの）又は無効審判を請求すると同時に、調査対象

商標を出願することを検討できる。

しかし、無効審判について、類似の先行商標は登録後満 年以上のものであ

れば、既に無効審判請求の 年除斥期間を過ぎているので、悪意で他人の周知・

著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判を請求でき

ないことに留意が必要である。

以上に述べた権利者との交渉、不使用取消審判、異議申し立て、無効審判に

ついて、第五章にて詳しく紹介する。

 

 
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）である場合、当

該名称にハウスマーク（営業の同一性を表わす営業標識として使用される社標）

を加えることができる。しかし、商標類否の判定はケースバイケースで行うの

で、一概には言えない。

商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、

商標図案を変更する場合、改めて新規出願をする必要がある。

なお、商標図案について、商標としての識別力が弱く、又は識別力がない場

合、その登録可能性を高める方法を第三章の第二節の４に紹介した。また、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については第三章第二

節第一項の４で紹介した。

不使用取消審判の請求

類似の先行商標が登録後満 年以上のものであって、当該商標の使用実態を

調査し当該商標に不使用の事実があれば、不使用取消審判を請求して当該商標

を取り消すことを検討できる。

先行商標の権利者との交渉

先行商標と同一又は極めて類似する場合、出願前又は出願後、当該先行商標

の権利者にコンタクトし、後述する同意書（ コンセントレ

ター）の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉することを検討できる。

仮に、調査対象商標と先行商標との類似性に争議の余地がある場合、先に登録

出願して、審査官から類似の先行商標を引用して拒絶理由通知が送付されてき

てから、先行商標の権利者との交渉を開始してもよい。
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第二節 商標の出願手続き（所要時間と費用）

自然人、商号、法人又はその他の組織は、自己の商品又は役務を表徴するた

めに、智慧財産局に登録出願をして、商標権を取得することができる。複数の

出願人での共同出願も認められる。なお、商標法により、台湾内に住所又は営

業所を有していない者は、手続きを代行する現地商標代理人に委任して行わな

ければならない。以下に、商標の出願手続きについて紹介する。

一、商標主務官庁

商標の主務官庁は経済部智慧財産局 日本特許庁に相当 である。智慧財産局

の連絡先は次のとおりである。

【経済部智慧財産局】

住所 台北市大安區辛亥路二段 号 階 中央百世ビル

代表

商標の問い合わせ

代表）

中国語版

英語版

受付時間 曜日：月曜日～金曜日 祝日、年末年始を除く。

時間： ： ～ ： 、 ： ～ ：

台湾の智慧財産局はその名のとおり、特許、商標、著作権などの知的財産権

を一元的に管轄する。智慧財産局の政府における位置づけは、行政院の下級機

関である経済部に属する機関である（行政院 経済部 智慧財産局）。

二、商標代理事務所

出願人は台湾に住所や営業所がない場合、現地の代理人に手続の代行を委任
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する必要がある。智慧財産局のホームページには、代理事務所の連絡先が公開

されている。これは、商標出願の代理を 年に 件以上取り扱う代理人を掲

載したものであるが、必ずしも各代理人の提供するサービスを保証するもので

はないので、参考程度に留められたい。

下記の智慧財産局のサイトにて検索をする場合は、事務所名、代理人の名前、

住所のいずれかをキーワードとして入力する。

【中国語版】

 

 

第二節 商標の出願手続き（所要時間と費用）

自然人、商号、法人又はその他の組織は、自己の商品又は役務を表徴するた
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を一元的に管轄する。智慧財産局の政府における位置づけは、行政院の下級機

関である経済部に属する機関である（行政院 経済部 智慧財産局）。

二、商標代理事務所

出願人は台湾に住所や営業所がない場合、現地の代理人に手続の代行を委任
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【英語版】

三、商標の構成

商標の構成については、第三章でも述べた通り、文字、記号、色の組合せ又

はその結合といった二次元（平面商標）のものの他、音声商標及び立体商標、

ないし嗅覚、触覚、味覚等によって感知できる標識にも認められている。

四、商品・役務の所属区分

商標登録出願に際しては、商標を使用しようとする商品、役務を指定しなけ

ればならない（サービスのことを「役務」という）。指定した商品・役務によ

って、商標の権利の範囲が決まる。「区分」とは、商品・役務を一定の基準に

よってカテゴリー分けしたものである。

商品・役務の所属区分については、国際商品分類 ニース分類 が導入された
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ため、商品又は役務の区分はニース分類と一致しており、全部で 区分に分

類されている。第 類の「工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業

用の化学品」などをはじめ、第 類の「タバコ；喫煙用具；マッチ」までが

商品分類である。また、第 類の「広告；事業の管理；事業の運営；事務処

理」から第 類の「法律業務；有形財産及び個人の身体的保護のためのセキ

ュリティサービス；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」までが役務の分類である。

台湾は国際ニース商品分類を採用しているものの、ニース分類で受け入れら

れる商品・役務であっても台湾実務で受理されない場合がある。台湾において、

商品又は役務の表現及び所属区分は、実務の変更により変わる可能性があるの

で、最新情報は智慧財産局の商品・役務に関するデータベースで検索する必要

がある。

日本で登録済みの商品又は役務であっても、台湾では受理されない表現法と

して扱われる可能性がある。例えば、第 類の「計量器；測定装置」、第 類

の「紙；文房具」、又は第 類の「運送」、第 類の「電子計算機用プロ

グラムの提供」は日本では受理される表現であるが、台湾では、いずれも指定

範囲が広すぎるとされ、さらに具体的に列挙しなければ認められない。商品・

役務の表記の可否について現地代理人と相談する必要がある。

なお、出願に当たっては、出願人が同じ商標、複数の区分の商品又は役務を

指定して出願する場合、複数の「一出願一区分」で、又は一つの「一出願多区

分」で出願とすることができる。出願の方法は、書面（紙）申請及び電子出願

を採用している。

 

 
【英語版】

三、商標の構成

商標の構成については、第三章でも述べた通り、文字、記号、色の組合せ又

はその結合といった二次元（平面商標）のものの他、音声商標及び立体商標、

ないし嗅覚、触覚、味覚等によって感知できる標識にも認められている。

四、商品・役務の所属区分

商標登録出願に際しては、商標を使用しようとする商品、役務を指定しなけ

ればならない（サービスのことを「役務」という）。指定した商品・役務によ

って、商標の権利の範囲が決まる。「区分」とは、商品・役務を一定の基準に

よってカテゴリー分けしたものである。

商品・役務の所属区分については、国際商品分類 ニース分類 が導入された

- 61 -



 

 
【智慧財産局の商品に関する資料】

※個別の商品・役務の所属区分を調べることができる。

このサイトを検索する場合は、商品名を中国語で入力しなければならず、外

国人にとっては、使いにくいため、智慧財産局は国際分類における商品・役務

名の中英対照表 及び日英中対照表 及び

を公開している。次の対照表を参照ください。
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【国際分類における商品・役務名の中英対照表】

五、出願に要する費用

１ 政府手数料

年 月 日から施行された「商標政府手数料費用徴収規則」により、

商標登録出願の当局手数料は区分ごとに （基本料金）であるが、商品

又は役務の個数に応じて、割増料金が加算される場合もある。 本稿巻末の添付

資料 の「台湾商標登録出願 政府手数料表」を参照

なお、智慧財産局は、出願人に電子出願を薦めているので、電子出願の形で

手続きを行う場合、政府手数料を差し引くことができる。

 

 
【智慧財産局の商品に関する資料】

※個別の商品・役務の所属区分を調べることができる。

このサイトを検索する場合は、商品名を中国語で入力しなければならず、外

国人にとっては、使いにくいため、智慧財産局は国際分類における商品・役務

名の中英対照表 及び日英中対照表 及び

を公開している。次の対照表を参照ください。
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区分 政府手数料 備考

国際分類

類

商品を 個まで指定した場合

は で、 個を超えた

場合、 個ごとに政府手数料

が加算される｡

電子出願で手続きを行う場

合、政府手数料は、 つの

出願につき を差し

引くことができる。商品・

役務の名称は主務官庁に公

布された審査基準のものと

全く同じである場合、更に

区分ごとに を差し

引くことができる。

例えば、「任天堂 」

を第 類へ電

子出願し、かつすべての商

品は審査基準と同じである

場合、政府手数料は

で

ある。

国際分類

類

第 類の特定商品の小売・卸

売りを指定した場合、 個以内

は で、 個を超えた

場合、 個ごとに政府手数料

が加算される。第 類

から第 類まで、役務の数を問

わず、一律 となる。

実務上、商品・役務の表現法が様々であり、その表現法の如何により個数の

認定が異なる可能性もある。この煩わしさを軽減することを目的として、審査

をより効率的に行うことができるよう、計算の基準として「商品と特定商品の

小売・卸売りの個数計算原則及び例示」が定められている。例えば、「粉状・

粒状のプラスチック」の場合は、計 個となり、「診断、予防及び治療用の粉

状・粒状・液体状胃腸薬」の場合は 個となる。つまり、一つの商品に、形状・

外観、用途などを説明する形容詞を付した場合、形容詞の数により個数が異な

ると認定される。よって、費用がかさむのを避けるため、上位概念の「半加工

プラスチック」や「胃腸薬」で商品をカバーできれば、上位概念の名称で指定

した方がよい。
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六、出願人の適格

台湾商標法第 条によれば、「商標権を取得しようとする者は、商標登録出

願を行うことができる」、と定められているため、審査実務では、日本のよう

に、出願人が出願しようとする商品・役務を取り扱う資格を有するかを審査し

ない。例えば、「税務相談」「税務代理」を取り扱う資格を有しなくても、そ

の役務を指定して登録出願を行うことが可能である。ただし、現実には税理士

等の関連資格を所有しなければ、関連役務の提供に従事してはならず、実際に

使用しなかった場合、不使用という取消事由に該当し、権利が取消されること

がある。

日本では、出願人の業務の範囲が法令上制限されているため、出願人が指定

商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合、登録が認められ

ない（商標法第 条第 項柱書の審査基準）。例えば、「税務相談」「税務

代理」を指定して出願した場合、出願人は税理士の関連資格を有することが必

要とされる。

七、出願手続きの流れ

商標出願から審査結果までの一般的な流れ及び注意点は次の通りである。

出 願 → 審査（方式） → 審査（実体） →
登録査定

又は

拒絶理由通知

願書

商標見本

委任状（申請

後の補正可能）

主に商品・役務

名称の審査・補

正

主に商標の識

別力及び類似

商標があるか

についての審

査・出願人の

意見書の提出

不登録事由

がない場合、

登録査定書

が送達され

る。

不登録事由

がある場合、

 

 
区分 政府手数料 備考

国際分類

類

商品を 個まで指定した場合

は で、 個を超えた

場合、 個ごとに政府手数料

が加算される｡

電子出願で手続きを行う場

合、政府手数料は、 つの

出願につき を差し

引くことができる。商品・

役務の名称は主務官庁に公

布された審査基準のものと

全く同じである場合、更に

区分ごとに を差し

引くことができる。

例えば、「任天堂 」

を第 類へ電

子出願し、かつすべての商

品は審査基準と同じである

場合、政府手数料は

で

ある。

国際分類

類

第 類の特定商品の小売・卸

売りを指定した場合、 個以内

は で、 個を超えた

場合、 個ごとに政府手数料

が加算される。第 類

から第 類まで、役務の数を問

わず、一律 となる。

実務上、商品・役務の表現法が様々であり、その表現法の如何により個数の

認定が異なる可能性もある。この煩わしさを軽減することを目的として、審査

をより効率的に行うことができるよう、計算の基準として「商品と特定商品の

小売・卸売りの個数計算原則及び例示」が定められている。例えば、「粉状・

粒状のプラスチック」の場合は、計 個となり、「診断、予防及び治療用の粉

状・粒状・液体状胃腸薬」の場合は 個となる。つまり、一つの商品に、形状・

外観、用途などを説明する形容詞を付した場合、形容詞の数により個数が異な

ると認定される。よって、費用がかさむのを避けるため、上位概念の「半加工

プラスチック」や「胃腸薬」で商品をカバーできれば、上位概念の名称で指定

した方がよい。
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拒絶査定書

が送達され

る。

出願から審査結果までの所要時間： – ｹ月

智慧財産局への願書提出

智慧財産局に定めた書式による願書、商標見本、及び添付書類（委任状、優

先権証明書等）を書面（紙）又は電子ファイルで智慧財産局へ提出する。願書

に指定商品・指定役務の記入について、クラス・ヘッディング 類見出し とい

うような概括的な表現が認められていない現行実務では、しかるべく具体的な

指定商品名を列挙しなければならない。

手続き内容 必要書類

智慧財産局に定められた書式を使い、

以下の内容を記入する必要がある。

・出願人の名称、住所、代表人

・商標

（商標見本 枚を貼る。商標名称を記入。

権利不要求の部分がある場合、それを記

入する）

・指定商品、役務及びその区分。

・優先権を主張する場合、基礎出願の国名・

地域、出願日及び出願番号

願書

商標見本提出 商標見本

書面出願： 枚

電子出願：商標図案の

委任状提出

代理人に手続代行を依頼する場合

委任状

既定の書式がなく、中国語バ
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ージョンでなければ、中訳も必

要。

優先権主張の場合、優先権証明書類提出

出願日の翌日から ヶ月以内に提出

優先権証明書 中国語訳要

必要書類

商標登録出願に必要な資料・書類については、次の各欄を参照されたい。な

お、智慧財産局に提出する委任状、優先権証明又は商標使用規範書などの必要

書類は、いずれも公証・認証する必要はない。

Ａ、必要書類作成・提出の留意点

出願人の情報 ・願書には出願人の名称、住所、代表者などの原文欄に、

日本語の漢字を記入する場合、中国語繁体字で表記しな

ければならない。

・出願人の中国語表記（中国語訳）について、現行商標実

務では、出願人が外国の企業である場合、その国籍を表

すような「日商」「美商」（日本の企業、米国の企業を

示すもの）の記入が要求される。

・中国語訳の社名は、出願手続上の便宜を図るため付けら

れるもので、商標登録によってその社名等の中国語表記

に権利を付与するものでなく、また会社名の登録がなく

ても使え、権利にも影響を与えることはない。ただし、

同じ出願人又は権利者であるのに、異なる中国語表記を

使う場合、違う会社であると見なされ、出願の審査に際

し、他人の先願、先登録と同一、類似するという理由で

拒絶される可能性がある。そのとき、中国語表記を統一

 

 
拒絶査定書

が送達され

る。

出願から審査結果までの所要時間： – ｹ月

智慧財産局への願書提出

智慧財産局に定めた書式による願書、商標見本、及び添付書類（委任状、優

先権証明書等）を書面（紙）又は電子ファイルで智慧財産局へ提出する。願書

に指定商品・指定役務の記入について、クラス・ヘッディング 類見出し とい

うような概括的な表現が認められていない現行実務では、しかるべく具体的な

指定商品名を列挙しなければならない。

手続き内容 必要書類

智慧財産局に定められた書式を使い、

以下の内容を記入する必要がある。

・出願人の名称、住所、代表人

・商標

（商標見本 枚を貼る。商標名称を記入。

権利不要求の部分がある場合、それを記

入する）

・指定商品、役務及びその区分。

・優先権を主張する場合、基礎出願の国名・

地域、出願日及び出願番号

願書

商標見本提出 商標見本

書面出願： 枚

電子出願：商標図案の

委任状提出

代理人に手続代行を依頼する場合

委任状

既定の書式がなく、中国語バ
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することによって、拒絶理由を解消させることは可能で

あるが、不必要な手続きが生じることを回避するため、

出願に際し、同一の中国語表記を使うことが望ましい。

指定商品・役務 ・指定商品・指定役務の他、所属区分を記載する必要があ

る。クラス・ヘッディングのような概括的な表現が認め

られていない場合、具体的な名称を列挙するよう求めら

れる。

・指定する商品数は政府手数料にかかわるので、一つの商

品に、形状・外観、用途などを説明する形容詞を付した

場合、形容詞の数ごとに個数が認定される。費用を節約

するため、上位概念の言葉で商品をカバーできれば、上

位概念の名称で指定した方がよい。

商標見本 ・書面出願： 枚。そのうち 枚を願書に貼付し、他の

枚は願書に添付する。サイズは 5cm×8cm を超

えてはならない。

・電子出願：電子出願：商標図案の

委任状 ・代理人に委任する場合、委任状が必要となる。既定の書

式はなく、日本語のものでも英語のものでも認められる

が、その中訳を併せて提出しなければならない。英語の

ものであれば、代表者がサインすればよい。 本稿巻末の

添付資料２の「委任状」フォームを参照

・委任状コピーに「正本と相違ない」旨の表示があれば、

智慧財産局に受け入れられる。

・委任状は、後日、補正提出するという形で、出願手続き

を先に行うことができる。

・出願用の包括委任状には、出願人の住所や名称や代表者

に変更がなければ、後日の新規出願に同一の委任状を援

用できる。包括委任状の代わりに、個別委任状をもって
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出願することも可能であるが、出願 件ごとに提出しな

ければならない。

優先権証明書 ・優先権主張を伴う出願であれば、出願時に願書に基礎出

願の出願日、出願番号、受理国などを記載しなければな

らない。

・優先権証明書類を提出する必要があり、出願時に提出し

なければ、出願日の翌日から ヶ月以内に優先権証明書

とその中国語訳とを提出する必要がある。

標章・商標の使

用規範書

・証明標章、団体商標、団体標章について、使用規範書を

提出しなければならない。

Ｂ、非伝統的商標の出願

立体商標、音商標、動き商標、匂い商標などの新しいタイプの商標を出願す

る場合について、上記の書類の他、以下の必須事項がある。

立体商標 ・ 少なくとも 枚の商標見本 立体形状を示し、 四方

以上 四方以下のもの

・立体形状を明確に表現するために、同時に 枚以下の異

なる角度の同一比例の図面又は見本を提出することがで

きる 智慧財産局が必要であると認めた場合は、出願人に

提出を命ずることができる 。

・立体形状に権利を主張しない部分が含まれている場合は、

商標見本において、権利を主張する部分は実線で、権利

を主張しない部分は破線で描写しなければならない。

音商標 ・願書に、音声商標である旨を明記する。

・五線譜、数字譜又は音声内容を説明するとともに、関連

説明を記述しなければならない。

 

 
することによって、拒絶理由を解消させることは可能で

あるが、不必要な手続きが生じることを回避するため、

出願に際し、同一の中国語表記を使うことが望ましい。

指定商品・役務 ・指定商品・指定役務の他、所属区分を記載する必要があ

る。クラス・ヘッディングのような概括的な表現が認め

られていない場合、具体的な名称を列挙するよう求めら

れる。

・指定する商品数は政府手数料にかかわるので、一つの商

品に、形状・外観、用途などを説明する形容詞を付した

場合、形容詞の数ごとに個数が認定される。費用を節約

するため、上位概念の言葉で商品をカバーできれば、上

位概念の名称で指定した方がよい。

商標見本 ・書面出願： 枚。そのうち 枚を願書に貼付し、他の

枚は願書に添付する。サイズは 5cm×8cm を超

えてはならない。

・電子出願：電子出願：商標図案の

委任状 ・代理人に委任する場合、委任状が必要となる。既定の書

式はなく、日本語のものでも英語のものでも認められる

が、その中訳を併せて提出しなければならない。英語の

ものであれば、代表者がサインすればよい。 本稿巻末の

添付資料２の「委任状」フォームを参照

・委任状コピーに「正本と相違ない」旨の表示があれば、

智慧財産局に受け入れられる。

・委任状は、後日、補正提出するという形で、出願手続き

を先に行うことができる。

・出願用の包括委任状には、出願人の住所や名称や代表者

に変更がなければ、後日の新規出願に同一の委任状を援

用できる。包括委任状の代わりに、個別委任状をもって
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・音声が記録されている光ディスクを添付しなければなら

ない。

動き商標 ・商標図案：動く映像の変化の過程を表わす静止画像 上限

枚 。

・順番に従い、映像の連続変化の過程を願書に記載する必

要がある。

・ 商標主務官庁が公告したフォーマットに合致する電子媒

体を添付する。

ホログラム商

標

・商標図案：ホログラムを表わす図を提出する 上限 枚 。

・内容につき文章で説明する。視角の差異により図形が異

なる場合は、変化の状況を説明する。

連続図案商標 ・連続図案商標の商標図案は連続図案の構図パターンと連

続配列の方法で表現することができる。

・商標図案に権利を主張しない部分が含まれている場合は、

商標見本において、権利を主張する部分は実線で、権利

を主張しない部分は破線で描写しなければならない。

・願書に商標図案の説明を記入する必要がある。

匂い商標 ・視覚で感知できない商標であり、電子媒体でも記載でき

ないものであるので、商標の匂いを説明した説明書を商

標図案として提出する。

・商品のサンプルを提出することが必要となり、提出が困

難な場合は、書面で説明することが求められる。

非伝統的商標の審査基準が 年 月 日に改正・公布され、主に「連続図

案商標」及び「匂い商標」に関する審査基準が追加された。

連続図案商標とは、繰り返し出現する連続性のある図案で、商品又はその包

装容器に使用され、役務に関する物品又は役務の場所等の客体の全て又は一部

の表面に施され、且つ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

- 70 -



 

 
・音声が記録されている光ディスクを添付しなければなら

ない。

動き商標 ・商標図案：動く映像の変化の過程を表わす静止画像 上限

枚 。

・順番に従い、映像の連続変化の過程を願書に記載する必

要がある。

・ 商標主務官庁が公告したフォーマットに合致する電子媒

体を添付する。

ホログラム商

標

・商標図案：ホログラムを表わす図を提出する 上限 枚 。

・内容につき文章で説明する。視角の差異により図形が異

なる場合は、変化の状況を説明する。

連続図案商標 ・連続図案商標の商標図案は連続図案の構図パターンと連

続配列の方法で表現することができる。

・商標図案に権利を主張しない部分が含まれている場合は、

商標見本において、権利を主張する部分は実線で、権利

を主張しない部分は破線で描写しなければならない。

・願書に商標図案の説明を記入する必要がある。

匂い商標 ・視覚で感知できない商標であり、電子媒体でも記載でき

ないものであるので、商標の匂いを説明した説明書を商

標図案として提出する。

・商品のサンプルを提出することが必要となり、提出が困

難な場合は、書面で説明することが求められる。

非伝統的商標の審査基準が 年 月 日に改正・公布され、主に「連続図

案商標」及び「匂い商標」に関する審査基準が追加された。

連続図案商標とは、繰り返し出現する連続性のある図案で、商品又はその包

装容器に使用され、役務に関する物品又は役務の場所等の客体の全て又は一部

の表面に施され、且つ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。連続図案商標は、単一構図の要素のみで組成することも

でき、図案、数字、アルファベットをデザインしたもの、又はその他の文字等

の要素を共に組成することもできる。

事例：

商標図案 商標の記述

本件は連続図案商標であり、靴の甲部分及び

踵部分の布に市松模様を配した図案から組

成される。破線で構成された靴の外形は、市

松模様図案の位置を表現するために用いる

のみで、商標の一部ではない。

本件は連続図案商標であり、願書の図案が示

すとおり、菱形パターンが真ん中の緑、赤、

緑のストライプの線で分けられているもの

で、商品に関係する全て又は一部に使用さ

れ、固定的な方位又は位置への使用に限るも

のではない。

Ｃ、優先権主張

商標の出願日は、智慧財産局に実際に出願された日ではあるが、 協定 に

より、複数の国で、同じ商標を出願した場合、最初の出願に基づき「優先権」

を主張することができ、それにより、最先の出願日が「優先権日」となる。台

湾は に加盟しているため、 協定の規定により、 加盟国における

最初の出願に基づく「優先権主張」を認めている。また、台湾と相互承認に関

                                                 
台湾はパリ条約の加盟国ではないものの、 （ 世界貿易機関）

加盟国の一員として、 協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）第 条の規定

により、パリ条約を守る義務がある。

- 71 -



 

 
する協定を締結する国において最初に出願した場合、その最初出願に基づき、

優先権を主張することも可能である。優先権主張の基礎となった第 国出願を

「基礎出願」と言い、台湾の出願に優先権を主張したい場合、最初の出願日の

翌日から ヶ月以内に出願しなければならない。

優先権主張のメリットは、基礎出願の出願日まで遡り、台湾における出願の

出願日として主張することができるので、他人による先取り登録を防ぐことが

でき、自社の権利を確保することができる。優先権を主張できる者は、以下の

とおりである。

優先権を主張できる者 説 明

① 加盟国 台湾は 年から 加盟国となってお

り、 協定に従い、全ての 加盟

国の国民による優先権主張を認めている。

② 台湾との互恵国 台湾と相互に優先権を承認している国におい

て合法的に登録出願した商標を元に、優先権を

主張することができる。

③ 加盟国又は互恵国

における住所、営業所

営業所を設けている者

外国の出願人が 加盟国の国民でなく、ま

た、その所属する国が台湾と相互に優先権を承

認する協定を締結していない場合も、 加盟

国又は互恵国領域内に住所又は営業所を設け

ていれば、優先権を主張することができる。

④ 国際展示会における商

標の使用

出願人は、台湾当局が主催又は認可した国際展

示会において、登録出願しようとする商標を使

用した商品又は役務を出展すれば、出展日を優

先日として優先権を主張することができる。

優先権を主張した場合、基礎出願が受理されたことを示す証明書類を提出す
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る必要があるが、出願日にかかる証明書類を提出しなくても、出願日から ヶ

月以内に証明書類を補正提出しなければならない。しかし、出願時に願書には

必ず「基礎出願の出願日」「基礎出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国」

及び「基礎出願の出願番号」を明記しなければならない。

また、複数の基礎出願に基づき、優先権を主張することができるが、優先権

が認められた場合は、それぞれの商品又は役務において主張した優先権日を出

願日とする。

 

 
する協定を締結する国において最初に出願した場合、その最初出願に基づき、

優先権を主張することも可能である。優先権主張の基礎となった第 国出願を

「基礎出願」と言い、台湾の出願に優先権を主張したい場合、最初の出願日の

翌日から ヶ月以内に出願しなければならない。

優先権主張のメリットは、基礎出願の出願日まで遡り、台湾における出願の

出願日として主張することができるので、他人による先取り登録を防ぐことが

でき、自社の権利を確保することができる。優先権を主張できる者は、以下の

とおりである。

優先権を主張できる者 説 明

① 加盟国 台湾は 年から 加盟国となってお

り、 協定に従い、全ての 加盟

国の国民による優先権主張を認めている。

② 台湾との互恵国 台湾と相互に優先権を承認している国におい

て合法的に登録出願した商標を元に、優先権を

主張することができる。

③ 加盟国又は互恵国

における住所、営業所

営業所を設けている者

外国の出願人が 加盟国の国民でなく、ま

た、その所属する国が台湾と相互に優先権を承

認する協定を締結していない場合も、 加盟

国又は互恵国領域内に住所又は営業所を設け

ていれば、優先権を主張することができる。

④ 国際展示会における商

標の使用

出願人は、台湾当局が主催又は認可した国際展

示会において、登録出願しようとする商標を使

用した商品又は役務を出展すれば、出展日を優

先日として優先権を主張することができる。

優先権を主張した場合、基礎出願が受理されたことを示す証明書類を提出す
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第三節 よくある拒絶理由の類型

商標の出願手続きは、本章第二節に述べたとおり、商標登録出願の審査は「方

式審査」と「実体審査」に分けられている。

方式審査：出願してから 月以内に、審査官は商標登録出願書類、手続きの

仕方、商品又は役務の名称について、法令で定めたものを備えてい

るかどうかの審査を行う。出願書類又は商品・役務名称などに手続

きに不備がある場合、出願人又は代理人に、期限を定めて補正する

よう書面により通知する。当該裁定期限内に補正した場合、方式的

要件を満たし、実体審査に入る。

実体審査：審査官は商標法に規定された商標の識別力（積極的要件）及び不登

録事由（消極的要件）の有無の審査を行う。二つの要件を満たした

場合、登録査定を下す。

しかし、商標図案は、①記述標識、通用名称・標章、若しくはそ

の他の識別力のないものに該当するようなものであり、又は②商標

法所定の不登録事由（例えば、類似の先行商標が存在する）に該当

する虞がある場合、「拒絶理由通知書」を発行して出願人又は代理

人（外国籍の出願は現地代理人に送達）に通知し、補正期間を定め

て反論の意見書の提出機会を与える。この補正期間は裁定期間であ

り、外国籍の出願人に ヶ月、台湾国内の出願人に ヶ月となり、

原則として 回の延長することができる（それぞれ ヶ月、 ヶ月で

ある）。期限を過ぎても反論の意見書が提出されない場合には、審

査官は拒絶査定する。期限内に意見書を提出した場合、審査官の審

査を経て、拒絶理由が克服されたか否かによって、登録査定又は拒

絶査定される。

「拒絶理由通知書」には、商標法の根拠となる条文、理由の説明、拒絶理由を

克服できる方法・提案が記載されている。
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本節では、実体審査の段階において、よくある拒絶理由の類型を説明する。

一、識別力がない（登録の積極的要件無し）

商標の識別力の審査について、よく審査官に引用される拒絶理由は、商標図

案は商標としての識別力がなく、又は商標図案は商品・役務の通用名称・標章

若しくはそのたの識別力のないもの（単純数字、装飾図案など）である。つま

り、第三章の第二節「登録出願するための要件や条件」に述べた現行商標法第

条第 項並びに第 条第 項の第 号、第 号及び第 号である。

以下に拒絶理由を受けた事例で説明する。それらには、反論の意見書を提出

した上で、拒絶理由を克服できなかった事例もあれば、拒絶理由を克服できた

事例もある。

１、拒絶理由を克服できなかった事例

根拠となる条項 拒絶理由 事例

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項第 号）

記述的標識に該当する

商品・役務の形状、品質、機能又

はその他の説明を表すものは登

録できないことは、商標法 条

項 号に規定されている。本件

商 標 に あ る 「 機 能 補 給 」

「 」を指定商品

の「清涼飲料など」に使用する場

合、消費者に商品の品質・特徴な

どを表す記述的文字と認識され

るものである。したがって、本件

「 」：

飲料に係る商品に使用。

 

 
第三節 よくある拒絶理由の類型

商標の出願手続きは、本章第二節に述べたとおり、商標登録出願の審査は「方

式審査」と「実体審査」に分けられている。

方式審査：出願してから 月以内に、審査官は商標登録出願書類、手続きの

仕方、商品又は役務の名称について、法令で定めたものを備えてい

るかどうかの審査を行う。出願書類又は商品・役務名称などに手続

きに不備がある場合、出願人又は代理人に、期限を定めて補正する

よう書面により通知する。当該裁定期限内に補正した場合、方式的

要件を満たし、実体審査に入る。

実体審査：審査官は商標法に規定された商標の識別力（積極的要件）及び不登

録事由（消極的要件）の有無の審査を行う。二つの要件を満たした

場合、登録査定を下す。

しかし、商標図案は、①記述標識、通用名称・標章、若しくはそ

の他の識別力のないものに該当するようなものであり、又は②商標

法所定の不登録事由（例えば、類似の先行商標が存在する）に該当

する虞がある場合、「拒絶理由通知書」を発行して出願人又は代理

人（外国籍の出願は現地代理人に送達）に通知し、補正期間を定め

て反論の意見書の提出機会を与える。この補正期間は裁定期間であ

り、外国籍の出願人に ヶ月、台湾国内の出願人に ヶ月となり、

原則として 回の延長することができる（それぞれ ヶ月、 ヶ月で

ある）。期限を過ぎても反論の意見書が提出されない場合には、審

査官は拒絶査定する。期限内に意見書を提出した場合、審査官の審

査を経て、拒絶理由が克服されたか否かによって、登録査定又は拒

絶査定される。

「拒絶理由通知書」には、商標法の根拠となる条文、理由の説明、拒絶理由を

克服できる方法・提案が記載されている。
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根拠となる条項 拒絶理由 事例

商標図案は、指定商品の性質、効

能と密接な関連がないとは言え

ず、不登録事由に該当し、登録で

きないものと認める。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項第 項）

通用名称に該当する

商品・役務の通用名称を登録で

きないことは、商標法 条 項

号に規定されている。本件商

標「樓蘭磚」は楼蘭という名称

の復古タイルの意味で、指定商

品の通用名称に該当し、登録で

きないものと認める。

「 」：

タイル、床タイルに係る

商品を指定する通用名

称。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項第 項）

通用名称に該当する

「 」は「 （ナノ）」

及び「 （繊維）」の組み合

わせ文字である。全体から見れ

ば、「ナノ繊維」の意であり、

ルレックス、毛糸、人工綿糸、

アクリル糸等の繊維製品に使用

されるため、商品材質の説明で

ある。

「 」：

ルレックス、毛糸、人工

綿糸、アクリル糸等の繊

維製品に使用。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項及び第 条

第 項第 項）

その他識別力の無いもの

「 」は単純な数字であり、数字

の裏地として墨色で円形図が描

かれているものの、人には単純

な数字の印象を与えており、出

所を識別する標識ではなく、識

「 」：

ハンドバッグ、革製トラ

ンク、ハンドバッグ、財

布等に係る商品に使用。
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根拠となる条項 拒絶理由 事例

別性を有しない。

２、拒絶理由を克服できた事例

根拠となる条項 係争商標

現行

第 条第 項及び第 条

第 項第 号、第 号
（立体商標）

シャンプー、シャンプー、コンディショナーなど

の商品に使用。

拒絶理由： 記述的標識に該当する。

本件の立体的形状は商品自体の形状、包装又は装飾図案を表す

もので、全体としては 消費者に商品の容器又は装飾であると

思わせるようなものである。使用商品に使用する場合、商品出

所の標識として認識されないので、登録できないものと認め

る。

出願人の意見： 使用による後天的識別力が生じたことを主張し、多くの使用

証拠・資料を提出して、商標としての識別力を有することを

立証できた。

結 果 ： 智慧財産局は「後天的識別力」を認め、係争商標の拒絶理由

が克服されて登録になった。

根拠となる条項 係争商標

現行第 条第 項及び第

条第 項第 号、第 号

並びに第 条第 項第

号

アルコール飲料 ビールを除く に使用。

 

 

根拠となる条項 拒絶理由 事例

商標図案は、指定商品の性質、効

能と密接な関連がないとは言え

ず、不登録事由に該当し、登録で

きないものと認める。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項第 項）

通用名称に該当する

商品・役務の通用名称を登録で

きないことは、商標法 条 項

号に規定されている。本件商

標「樓蘭磚」は楼蘭という名称

の復古タイルの意味で、指定商

品の通用名称に該当し、登録で

きないものと認める。

「 」：

タイル、床タイルに係る

商品を指定する通用名

称。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項第 項）

通用名称に該当する

「 」は「 （ナノ）」

及び「 （繊維）」の組み合

わせ文字である。全体から見れ

ば、「ナノ繊維」の意であり、

ルレックス、毛糸、人工綿糸、

アクリル糸等の繊維製品に使用

されるため、商品材質の説明で

ある。

「 」：

ルレックス、毛糸、人工

綿糸、アクリル糸等の繊

維製品に使用。

旧商標法第

条第 項第 号

（現行第 条第

項及び第 条

第 項第 項）

その他識別力の無いもの

「 」は単純な数字であり、数字

の裏地として墨色で円形図が描

かれているものの、人には単純

な数字の印象を与えており、出

所を識別する標識ではなく、識

「 」：

ハンドバッグ、革製トラ

ンク、ハンドバッグ、財

布等に係る商品に使用。
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根拠となる条項 係争商標

拒絶理由： 記述的標識又は通用名称に該当するもの

「 」は「甘くて軽いパン」という意味をもち、アルコ

ール飲料に使用される場合、飲んだり食べたりする軽食であ

ると思わせるようなものである。商品の用途などを表わす記

述的文字であり、商品出所の標識として認識されず、不登録

事由に該当し、登録できないものと認める。

出願人の意見： 本件「 」商標は「 」と同じように、文字自体の

意味に当たる商品以外、商標として登録できる。「 」

は「甘い」のような形容詞で、暗示的商標であることを強調

して拒絶理由を克服して登録になった。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解

消して登録になった。

根拠となる条項 係争商標

旧商標法第 条第 項第

号

（現行第 条第 項及び第

条第 項第 項）

テレビゲーム機、ゲームソフトなどに使用。

拒絶理由： その他識別力のないもの

消費者は、「 」を商品・役務の出所

を象徴する標識として認識できず、それをもって他人の商

品・役務と区別することができないので、商標としての識別

力を具えておらず、登録できないものと認める。

出願人の意見： 本件図案に商標の識別力があると強調すると共に海外に実際

に使用している商標態様に関する資料及び外国における登録

証明を提出して拒絶理由を克服して登録になった。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解

消して登録になった。
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識別力のない標識は、出願人によって長期にわたり商標とされ、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

識別力を取得でき、例外として登録を受ける。しかし、「通用名称又は標章」

は、原則としては使用を通じて識別力が生じないことである。例えば、「 」

は「 、 、 」の略語で、台湾におい

て通用名称であり、コンピュータ、通信及び民生用電子機器などの商品に長期

にわたって使用しても、後天的識別力が生じることは難しい。

商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、

商標図案を変更する場合、改めて新規出願をする必要がある。なお、商標図案

について、商標としての識別力が弱く、又は識別力がない場合、その登録可能

性を高める方法を第三章の第二節の４に紹介した。また、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第三章第二節第一項の４で説明した。

二、よく引用された不登録事由（消極要件なし）

商標法の所定不登録事由（商標法第 条第 項、第三章第二節の二を参照）

には 事由があるが、そのうち、最も一番引用されるのは第 号の「類似商

品・役務において、類似・同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混

同誤認を生じさせる虞がある」との事由であり、消極要件を欠くとの拒絶理由

で発行された拒絶理由通知書の 以上を占めている。その他、第 号「著名

商標と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」及び第 号の「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」のものがある。

以下に拒絶理由を受けた事例で説明する。それらには、反論の意見書を提出

した上で、拒絶理由を克服できなかった事例もあれば、拒絶理由を克服できた

事例もある。

 

 

根拠となる条項 係争商標

拒絶理由： 記述的標識又は通用名称に該当するもの

「 」は「甘くて軽いパン」という意味をもち、アルコ

ール飲料に使用される場合、飲んだり食べたりする軽食であ

ると思わせるようなものである。商品の用途などを表わす記

述的文字であり、商品出所の標識として認識されず、不登録

事由に該当し、登録できないものと認める。

出願人の意見： 本件「 」商標は「 」と同じように、文字自体の

意味に当たる商品以外、商標として登録できる。「 」

は「甘い」のような形容詞で、暗示的商標であることを強調

して拒絶理由を克服して登録になった。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解

消して登録になった。

根拠となる条項 係争商標

旧商標法第 条第 項第

号

（現行第 条第 項及び第

条第 項第 項）

テレビゲーム機、ゲームソフトなどに使用。

拒絶理由： その他識別力のないもの

消費者は、「 」を商品・役務の出所

を象徴する標識として認識できず、それをもって他人の商

品・役務と区別することができないので、商標としての識別

力を具えておらず、登録できないものと認める。

出願人の意見： 本件図案に商標の識別力があると強調すると共に海外に実際

に使用している商標態様に関する資料及び外国における登録

証明を提出して拒絶理由を克服して登録になった。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解

消して登録になった。
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１、拒絶理由を克服できなかった事例

根拠となる

条項

係争商標

（後願商標）
引用商標 理由

旧商標法第

条第 項

第 号

（現行第

条第 項第

号）

商標の類似性の判断につい

て、商標全体を観察して行わ

なければならない。両者は類

似商標に属し、誤認混同を生

じさせる虞があると認められ

た。

第 類：ライス

ミルク、豆乳など

に使用。

第 類：納豆ドリ

ンク、スポーツドリ

ンク、ノンアルコー

ル果実飲料、フルー

ツジュース、野菜ジ

ュースなどに使用。

旧商標法第

条第 項

第 号

（現行第

条第 項第

号）

三井農林

三井銘茶

係争商標と引用商標の主要部

である「三井」又は「三井

」が全く同一であるた

め、両商標が同一シリーズの

商標であるという印象を与え

るので、類似商標に該当する。

また、引用商標は多岐にわた

り使用されていることによ

り、既に周知著名となつてい

るので、他人が類似の商標を

もって類似の商品・役務にし

ようする場合、誤認混同を生

じさせる虞があると認められ

やすいものである。

現行第 条

第 項第

号

花崗岩を削って造られた八八

坑道（八八トンネル）は馬祖

酒廠の隣にあり、台湾で知ら
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根拠となる

条項

係争商標

（後願商標）
引用商標 理由

第 類：キャン

ディーボックス

ランチボックス

歯ブラシなどに

使用。

れている有名な観光地であ

る。「 」は中国語の

「八八坑道」の発音と似てお

り、「八八坑道 」を

商標として左記の指定商品に

使用した場合、関連する消費

者に商品の生産地を馬祖の八

八坑道と誤認させる虞がある

ので、登録できないものと認

める。

２、拒絶理由を克服できた事例

根拠となる条項
係争商標

（後願商標）
引用商標

現行

第 条第 項第 号

（類似の先行商標が存在）

第 類の未加工人造樹脂など

に使用。

第 類の未加工人造樹脂など

に使用。

拒絶理由： 両商標が外観において類似し、消費者に混同誤認を生じさせ

る虞があるため、絶理由通知を発行した。

出願人の意見： 両商標には同じアルファベットの「 ・ 」があるものの、

語頭の「 」は「発泡ポリオレフィン」の意味があり、頻繁

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尾の「 」、「 」となる。両

商標の語尾である「 」、「 」とを対照すると、両者

 

 

１、拒絶理由を克服できなかった事例

根拠となる

条項

係争商標

（後願商標）
引用商標 理由

旧商標法第

条第 項

第 号

（現行第

条第 項第

号）

商標の類似性の判断につい

て、商標全体を観察して行わ

なければならない。両者は類

似商標に属し、誤認混同を生

じさせる虞があると認められ

た。

第 類：ライス

ミルク、豆乳など

に使用。

第 類：納豆ドリ

ンク、スポーツドリ

ンク、ノンアルコー

ル果実飲料、フルー

ツジュース、野菜ジ

ュースなどに使用。

旧商標法第

条第 項

第 号

（現行第

条第 項第

号）

三井農林

三井銘茶

係争商標と引用商標の主要部

である「三井」又は「三井

」が全く同一であるた

め、両商標が同一シリーズの

商標であるという印象を与え

るので、類似商標に該当する。

また、引用商標は多岐にわた

り使用されていることによ

り、既に周知著名となつてい

るので、他人が類似の商標を

もって類似の商品・役務にし

ようする場合、誤認混同を生

じさせる虞があると認められ

やすいものである。

現行第 条

第 項第

号

花崗岩を削って造られた八八

坑道（八八トンネル）は馬祖

酒廠の隣にあり、台湾で知ら
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根拠となる条項
係争商標

（後願商標）
引用商標

の意味（「リードする」と「発光ダイオード」）が異なり、称呼（「lid」

と「lεd」）も明らかに異なっており、類似を構成しない。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克

服されて登録された。

根拠となる条項 係争商標

現行

第 条第 項第 号

（商品の産地を誤認）

第 類：テキーラ

拒絶理由： 「 」は、通常「サンホセ」と翻訳され、米国のカリ

フォルニアの有名な都市である。フランス系企業がそれを酒

類商品に使用し、関連する消費者に商品生産地の誤認を生じ

させる虞があるため、絶理由通知を発行した。

出願人の意見： 「 」は聖ヨセフ（ ）のスペイン語であ

り、聖ヨセフは新約聖書におけるイエスの父親（養子縁組）

であり、聖母の夫である。「 」は聖人の名前で、地

名、教会、学校などの名前で各国によく使われており、特定

の米国の都市を指すわけではない。関連する消費者に産地名

として誤認される虞がないと主張した。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克

服されて登録になった。

「著名商標と同一・類似する」との拒絶理由は、克服が困難であり、これま

でこの拒絶理由を克服できた事例は検索できる範囲内では存在しない。現行実

務において、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、
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類似性がそこまで高くないもの、又は関連性の低い商品・役務まで強く保護を

受ける可能性がある。よって、著名商標の保護範囲の広さは、周知度の高さ次

第と言える。

 

 

根拠となる条項
係争商標

（後願商標）
引用商標

の意味（「リードする」と「発光ダイオード」）が異なり、称呼（「lid」

と「lεd」）も明らかに異なっており、類似を構成しない。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克

服されて登録された。

根拠となる条項 係争商標

現行

第 条第 項第 号

（商品の産地を誤認）

第 類：テキーラ

拒絶理由： 「 」は、通常「サンホセ」と翻訳され、米国のカリ

フォルニアの有名な都市である。フランス系企業がそれを酒

類商品に使用し、関連する消費者に商品生産地の誤認を生じ

させる虞があるため、絶理由通知を発行した。

出願人の意見： 「 」は聖ヨセフ（ ）のスペイン語であ

り、聖ヨセフは新約聖書におけるイエスの父親（養子縁組）

であり、聖母の夫である。「 」は聖人の名前で、地

名、教会、学校などの名前で各国によく使われており、特定

の米国の都市を指すわけではない。関連する消費者に産地名

として誤認される虞がないと主張した。

結 果 ： 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克

服されて登録になった。

「著名商標と同一・類似する」との拒絶理由は、克服が困難であり、これま

でこの拒絶理由を克服できた事例は検索できる範囲内では存在しない。現行実

務において、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、
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第四節 出願過程の拒絶理由に対する対処方法

拒絶理由を受けることを回避するため、出願前に、使用予定の商標に、識別

力の有無をはじめ、類似する商標があるか否かの商標調査を行うべきである。

しかし、出願後、商標審査の過程において拒絶理由を受けた場合、適切な対応

策を取る必要がある。以下、よくある拒絶理由について、それぞれ説明する。

引用された条文 拒絶理由 対応策

第 条第 項第 号（列挙規定）

第 条第 項第 号（列挙規定）

第 条第 項第 号（前 項以

外のもの）

商標法

第 条第 項（統括規定）

積極要件

・記述的標識であること。

・通用名称・標識であるこ

と。

・その他の識別力を備なえ

てないものである。

・「暗示的商標」であると

の主張。

・権利不要求の申し出を提

出すること。

・使用による後天的識別力

を有するとの主張。

・審査官の指令による「識

別力のないものの削除」

を同意すること。

第 条第 項第 号 消極要件

類似商品・役務において、

類似・同一商標の先行商標

が存在し、関連する消費者

に混同誤認を生じさせる

虞があること。

・双方商標は類似していな

いと反論すること。

・引用商標と衝突している

指定商品・役務を削除す

ること。

・不使用取消審判にかける

こと。

・異議申し立て又は無効審

判請求をすること。
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・引用商標の権利者とコン

タクトし、同意書の発行

又は商標の譲渡をして

もらうよう、交渉するこ

と。

一、「識別力のない」の拒絶理由への対策

商標出願の審査において、「商標図案に識別力がない」との理由で、拒絶を

受けた場合、商標図案の構成の違いにより異なる対処方法を取ることができ、

次の対応策を検討することができる。

１、商標図案には他の識別力がある際

商標図案の構成要素には、審査官に指摘された「識別力のない」部分以外、な

おも識別力があるもの（文字・図案、問わず）があれば、「識別力のない」部分

について、「権利不要求」「使用による後天的識別力を有すること」又は「暗示

的商標である」の対応策を検討することができる。

（ ）権利不要求の申し出

権利不要求という申し出（専用権を放棄する旨の声明）を提出することによっ

て、登録に導く。

例えば、「 」にある「 」は、「商品の型番」であるとの

拒絶理由を受けた場合、権利不要求の申し出を提出することで拒絶理由を解消し、

登録を図る。

「権利不要求制度」も「ディスクレーマー制度」（ ）と称される。

商標図案中に識別力がない部分や識別力が弱い部分を含んでいても、その部分

のみにつき商標権を主張しないことを条件に、商標全体としての登録を認める

 

 

第四節 出願過程の拒絶理由に対する対処方法

拒絶理由を受けることを回避するため、出願前に、使用予定の商標に、識別

力の有無をはじめ、類似する商標があるか否かの商標調査を行うべきである。

しかし、出願後、商標審査の過程において拒絶理由を受けた場合、適切な対応

策を取る必要がある。以下、よくある拒絶理由について、それぞれ説明する。

引用された条文 拒絶理由 対応策

第 条第 項第 号（列挙規定）

第 条第 項第 号（列挙規定）

第 条第 項第 号（前 項以

外のもの）

商標法

第 条第 項（統括規定）

積極要件

・記述的標識であること。

・通用名称・標識であるこ

と。

・その他の識別力を備なえ

てないものである。

・「暗示的商標」であると

の主張。

・権利不要求の申し出を提

出すること。

・使用による後天的識別力

を有するとの主張。

・審査官の指令による「識

別力のないものの削除」

を同意すること。

第 条第 項第 号 消極要件

類似商品・役務において、

類似・同一商標の先行商標

が存在し、関連する消費者

に混同誤認を生じさせる

虞があること。

・双方商標は類似していな

いと反論すること。

・引用商標と衝突している

指定商品・役務を削除す

ること。

・不使用取消審判にかける

こと。

・異議申し立て又は無効審

判請求をすること。
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という制度である。上述の例から説明すれば、「 」にある「

」は識別力が弱い部分と認められ、出願人が「 」につき権利不要求をし

たので、商標図案の「 」全体で登録されている。しかし、「

」が商標権に含まれず、他人よる「 」のみでの使用・登録は制限できな

い。但し、「 」商標全体と同一又は類似する標識の使用・登録は

禁止できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に「 」

を含んでいても、「 」の商標権者はそれに対して権利を主張でき

ないが、「 」図案と同一又は類似の商標（仮に、「 」

がある場合）に対しは、権利を主張することができる。

（ ）使用による後天的識別力を有するとの主張

審査官に指摘された「識別力のない」部分は、企業自身にとって重要なマー

クで、かつ、既に使用による周知性・著名性ある場合、多くの使用証拠・資料

を提出して、商標としての後天的識別力を有することを立証できる。証拠とし

ては、出願対象商標を商標としての使用を示す新聞・雑誌・電子メディアにお

ける宣伝広告、販売実績を示す資料又は外国における登録証明、消費者に認知

される証拠・資料等が挙げられる。

（ ）「暗示的商標」の主張

指摘された「識別力のない」部分は、重要なマークであるものの、使用によ

る周知性・著名性を立証できず、当該指摘された部分が「暗示的標識」と「記

述的標識」の境界にある場合、「暗示的標識」であることを主張することも一

策である。仮に、外国において、商標識別力の審査を経て登録になった例があ

る場合、その登録証明資料を提出する。

（ ）審査官の指令による「識別力のないものの削除」に同意すること
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審査官の判断により、「識別力のない」を削除しても商標図案の全体性を失

わなければ、審査官はその部分を削除する拒絶理由通知（オフィスアクション）

を下す場合もある。このようなケースは少ない。

２、「識別力がない」と指摘された部分の他に構成要素がない場合

単なる文字のみで構成される商標図案について、当該文字は「識別力がない」

ものであると審査官に指摘された場合、「使用による後天的識別力を有するとの

主張」「暗示的商標であるとの主張」の対応策が取れるが、権利不要求の対応策

は取れない。但し、当該文字がデザインを施されたロゴである場合、当該文字の

普通書体につき権利不要求の対応策が取れる。

なお、商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、

出願後、商標図案を変更する場合、改めて新規出願する必要がある。

（ ）権利不要求の申し出

【登録成功例】

商標 指定商品 説明

第

と 類）

「 」は「広場、ショッピングセン

ター」の意味を有し、識別力のないも

の該当し、登録できないものと認めら

れる。デザイン化されていない普通書

体「 」につき権利不要求の申し

出を提出して、拒絶理由が解消され、

登録された。

出願人が普通書体「 」につき権利不要求をしたので、商標図案の

「 」全体で登録されている。しかし、「 」文字が商標権に含ま

れず、他人よる普通書体「 」文字の使用・登録は制限できない。但し、デ

 

 
という制度である。上述の例から説明すれば、「 」にある「

」は識別力が弱い部分と認められ、出願人が「 」につき権利不要求をし

たので、商標図案の「 」全体で登録されている。しかし、「

」が商標権に含まれず、他人よる「 」のみでの使用・登録は制限できな

い。但し、「 」商標全体と同一又は類似する標識の使用・登録は

禁止できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に「 」

を含んでいても、「 」の商標権者はそれに対して権利を主張でき

ないが、「 」図案と同一又は類似の商標（仮に、「 」

がある場合）に対しは、権利を主張することができる。

（ ）使用による後天的識別力を有するとの主張

審査官に指摘された「識別力のない」部分は、企業自身にとって重要なマー

クで、かつ、既に使用による周知性・著名性ある場合、多くの使用証拠・資料

を提出して、商標としての後天的識別力を有することを立証できる。証拠とし

ては、出願対象商標を商標としての使用を示す新聞・雑誌・電子メディアにお

ける宣伝広告、販売実績を示す資料又は外国における登録証明、消費者に認知

される証拠・資料等が挙げられる。

（ ）「暗示的商標」の主張

指摘された「識別力のない」部分は、重要なマークであるものの、使用によ

る周知性・著名性を立証できず、当該指摘された部分が「暗示的標識」と「記

述的標識」の境界にある場合、「暗示的標識」であることを主張することも一

策である。仮に、外国において、商標識別力の審査を経て登録になった例があ

る場合、その登録証明資料を提出する。

（ ）審査官の指令による「識別力のないものの削除」に同意すること
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ザイン化された「 」図案と同一又は類似する標識の使用・登録は禁止

できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に普通書体による

「 」文字を含んでいても「 」の商標権者はそれに対して権利を

主張できないが、デザイン化された「 」図案と同一又は類似の商標に

対しは、権利を主張することができる。

（ ）使用による後天的識別力を有するとの主張

登録成功例

商標 指定商品 説明

デジタルカメラ 出願人が使用による後天的識別力が

生じたことを主張し、多くの使用証

拠・資料を提出して、商標としての識

別力を有することを立証できた。智慧

財産局は「後天的識別力」を認め、拒

絶理由が解消し登録された。

（ ）「暗示的商標」の主張

登録成功例

商標 指定商品 説明

テレビゲーム

機、テレビゲー

ムソフト

出願人より、「 」は「芸風・

アートスタイル」の意味を有するもの

の、指定商品・役務に直接的な関わり

がなく、記述的文字又は広告用語でも

ないので、暗示的商標であり、商標と

しての識別力を有すると主張した。審

査官はこの主張を認めた。
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二、類似の先行商標がある拒絶理由への対策

商標法第 条第 項所定の不登録事由（消極要件）は 事項があるが、そ

のうち、最も一番引用されるのは第 号の「類似商品・役務において、類似・

同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があ

る」との事由であり、約 以上を占めている。

商標出願の審査において、「類似の先行商標がある」との理由で、拒絶を受

けた場合、次の対応策を検討することができる。

引用さ

れた条

文

拒絶理由 対応策

第 条

第 項

第 号

類似商品・役務において、

類似・同一商標の先行商標

が存在し、関連する消費者

に混同誤認を生じさせる

虞があること

・双方商標は類似していないと反論すること。

・引用商標と衝突している指定商品・役務を削

除すること。

・不使用取消審判にかけること。

・異議申し立て又は無効審判請求をすること。

・引用商標の権利者とコンタクトし、同意書の

発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉

すること。

上記の「指定商品・役務の削除」「不使用取消審判」「他社商標に対する異

議申し立て」「無効審判」「権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）」

については、第五章「第三者が所有するの同一又は類似商標を発見した場合の

対応」で詳細に説明する。

本節では、実例をもとに以上の拒絶理由の対策の概要を説明する。

【実例】商標出願「 」 商標 「 」

①背景

 

 

ザイン化された「 」図案と同一又は類似する標識の使用・登録は禁止

できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に普通書体による

「 」文字を含んでいても「 」の商標権者はそれに対して権利を

主張できないが、デザイン化された「 」図案と同一又は類似の商標に

対しは、権利を主張することができる。

（ ）使用による後天的識別力を有するとの主張

登録成功例

商標 指定商品 説明

デジタルカメラ 出願人が使用による後天的識別力が

生じたことを主張し、多くの使用証

拠・資料を提出して、商標としての識

別力を有することを立証できた。智慧

財産局は「後天的識別力」を認め、拒

絶理由が解消し登録された。

（ ）「暗示的商標」の主張

登録成功例

商標 指定商品 説明

テレビゲーム

機、テレビゲー

ムソフト

出願人より、「 」は「芸風・

アートスタイル」の意味を有するもの

の、指定商品・役務に直接的な関わり

がなく、記述的文字又は広告用語でも

ないので、暗示的商標であり、商標と

しての識別力を有すると主張した。審

査官はこの主張を認めた。
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出願人が商標「 」を第 類の工業用化学品などに指定して出願し、審

査の過程に、先行登録商標「 」と類似し、且つ同一、類似商品を指定

しているので、商標法第 条 項 号の規定により、登録できないものと認

める。審査官は拒絶理由通知書を発行した。

後願商標である「 」と先行登録商標の詳細について、下表でまとめる。

出願・登録内容 後願（係争商標） 先行商標（引用商標）

商標図案

指定商品 ・工業用化学品、化学用

化学品、化学用試剤

・ガソリン添加剤

・工業用化学品、化学用化学品、

化学用試剤

・ガソリン添加剤

・肥料

・未露光フィルム

・未加工人造樹脂

・工業用接着剤（工業用にかわ）

出願日 年 月 日 年 月 日

登録日 年 月 日 年 月 日

備考 両商標の衝突商品は「工業用化学品、化学用化学品、化学

用試剤及びガソリン添加剤」、つまり後願商標の全ての指

定商品である。

②出願人が取った対応策

「 」商標は後願出願人にとって、重要な商標であり、かつ、台湾

市場で長年にわたって使用しており、簡単に放棄するわけにはいかない。した

がって、出願人側より、両商標には同じアルファベットの「 」があるも

のの、語頭の「 」は「中国、シナ」の意味があり、頻繁に使用されて既に

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尾の「 」、
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「 」となる。両商標の語尾である「 」と「 」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、

出願人側が、先行商標の出願日である 年 月 日よりも前から後願商標

「 」を使用しており、台湾の関連する消費者に周知される」ことを

立証できる大量使用証拠・資料を提出して、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と主張した。（第三章第二

節の二、「商標類否の判定基準」に言及した「混同誤認の虞に関する審査基準」の①と⑥を参照。）

③結果

智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克服されて登録さ

れた。

④留意点

・本件において、後願の出願人は、先行商標の出願日である 年 月 日

よりも前から「 」商標を使用しており、商標先使用権（商標法第

条第 項第 号、登録主義の例外）があるので、審査官が出願人の商標類

似に関する反論を認めなかった場合でも、出願人はもともと使用していた商

品に「 」商標を使用することができる。引用商標の権利者は該商

標を後願商標の出願人に対して、適当な区別表示の付記を要求することがで

きる。

その他の対応策を採用するかについてのチェック重点：

対応策 チェック重点

・引用商標と衝突している指定商品・

役務を削除すること。

衝突商品は後願出願人の主な商品で

あれば、採用する意味はない。

・不使用取消審判にかけること。 類似の先行商標は登録後満 年以上

 

 
出願人が商標「 」を第 類の工業用化学品などに指定して出願し、審

査の過程に、先行登録商標「 」と類似し、且つ同一、類似商品を指定

しているので、商標法第 条 項 号の規定により、登録できないものと認

める。審査官は拒絶理由通知書を発行した。

後願商標である「 」と先行登録商標の詳細について、下表でまとめる。

出願・登録内容 後願（係争商標） 先行商標（引用商標）

商標図案

指定商品 ・工業用化学品、化学用

化学品、化学用試剤

・ガソリン添加剤

・工業用化学品、化学用化学品、

化学用試剤

・ガソリン添加剤

・肥料

・未露光フィルム

・未加工人造樹脂

・工業用接着剤（工業用にかわ）

出願日 年 月 日 年 月 日

登録日 年 月 日 年 月 日

備考 両商標の衝突商品は「工業用化学品、化学用化学品、化学

用試剤及びガソリン添加剤」、つまり後願商標の全ての指

定商品である。

②出願人が取った対応策

「 」商標は後願出願人にとって、重要な商標であり、かつ、台湾

市場で長年にわたって使用しており、簡単に放棄するわけにはいかない。した

がって、出願人側より、両商標には同じアルファベットの「 」があるも

のの、語頭の「 」は「中国、シナ」の意味があり、頻繁に使用されて既に

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尾の「 」、
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のものであれば、当該商標の使用実態

を調査し、当該商標に不使用の事実が

あれば、不使用取消審判を請求して当

該商標を取り消すことを検討できる。

・異議申し立て（登録してから ヶ月

以内のもの）又は

無効審判請求をすること。

類似の先行商標に、悪意の冒頭出願

又は他の不登録理由があれば、智慧

財産局に異議申立（登録後 ヶ月未

満のもの）又は無効審判を請求する

ことを検討できる。

しかし、無効審判について、類似の先

行商標は登録後満 年以上のもので

あれば、既に無効審判請求の 年除斥

期間を過ぎているので、悪意で他人の

周知・著名商標を先取りして登録した

ことを立証できなければ、無効審判を

請求できないことに留意が必要であ

る。

・引用商標の権利者とコンタクトし、

同意書の発行又は商標の譲渡をして

もらうよう、交渉すること。

先行商標と同一又は極めて類似する

場合、当該先行商標とコンタクトし、

同意書の発行又は商標の譲渡をして

もらうよう、交渉することを検討でき

る。

しかし、両者の商標と指定商品が全く

同一であれば、同意書があっても、商

標法により、審査官はその同意を認め

られない。

備考：

・異議申し立て、無効審判又は同意書・商標譲渡の交渉の結果が出るま
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で少し時間を要する。仮に、抵触していない商品の早期登録を図りた

いのであれば、抵触している商品群を元の出願から分割することがで

きる。例えば、出願時の商品は「 、 、 、 と 」の類似群商品があ

り、そのうち、「 と 」と類似する先行商標の指定商品と同一・類似

すれば、元の一つ出願を「 、 、 」及び「 、 」の二つ出願に分割し

て、この場合、「 、 、 」商品を含む出願について、類似の先行商標

がないので、直ちに登録査定が下されることになる。

・商標法第 条により、指定商品・役務の縮減、商標図案の実質的変

更でないもの、登録出願案の分割及び権利不要求の申し出は、拒絶査

定前に行わなければならない。なお、同意書の提出も拒絶査定前に行

わなければならない。

三、拒絶査定に対する救済方法
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判決書送達日の翌日から起算して 日以内に最高行政裁判所へ上訴を提起する

 

 
のものであれば、当該商標の使用実態

を調査し、当該商標に不使用の事実が

あれば、不使用取消審判を請求して当

該商標を取り消すことを検討できる。

・異議申し立て（登録してから ヶ月

以内のもの）又は

無効審判請求をすること。

類似の先行商標に、悪意の冒頭出願

又は他の不登録理由があれば、智慧

財産局に異議申立（登録後 ヶ月未

満のもの）又は無効審判を請求する

ことを検討できる。

しかし、無効審判について、類似の先

行商標は登録後満 年以上のもので

あれば、既に無効審判請求の 年除斥

期間を過ぎているので、悪意で他人の

周知・著名商標を先取りして登録した

ことを立証できなければ、無効審判を

請求できないことに留意が必要であ

る。

・引用商標の権利者とコンタクトし、

同意書の発行又は商標の譲渡をして

もらうよう、交渉すること。

先行商標と同一又は極めて類似する

場合、当該先行商標とコンタクトし、

同意書の発行又は商標の譲渡をして

もらうよう、交渉することを検討でき

る。

しかし、両者の商標と指定商品が全く

同一であれば、同意書があっても、商

標法により、審査官はその同意を認め

られない。

備考：

・異議申し立て、無効審判又は同意書・商標譲渡の交渉の結果が出るま
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ことができる。

現行実務において、経済部訴願審議委員会は、その判断に当たって、主務官

庁である智慧財産局の見解に沿って決定を下す傾向があるため、不服申し立て

としての訴願で原処分の拒絶査定を覆す率は低い。重要な商標であり、かつ、

商標の登録可否を見極めるには、専門の智慧財産法院に行政訴訟を提起し、口

頭弁論を通じて商標の識別力又は商標の類似性を論争する必要がある。
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第五節 登録手続き（所要時間と費用）
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１、所定期間内の納付

登録査定書の送達日の翌日から ヶ月以内に登録料を納付することによって、

設定登録及び登録公告がなされ、商標登録証書が交付される。

登録料は一括納付しなければならず、区分ごとに である（分割払

いができないもの）。登録料の納付期間は ヶ月であるものの、早期に納付す

れば早期に公告され、商標権の設定登録が早くなる。

出願人が登録料を納付して初めて商標公報に登録が公告され、これが即ち商

標権の設定登録である。同時に登録証書が発行され、出願人又は代理人に送付

される。

現行実務（ 年 月現在）において、登録料を納付してから登録設定まで、

ヶ月程度の時間がかかる。実例では、 年 月 日に登録査定書を受け、

登録料納付期限の最終日は 月 日になるものの、出願人側は 月 日に智

慧財産局に登録費を納付したうえで、 月 日に商標権の設定登録がされた。

智慧財産局の商標公報は月に二回で発行し、毎月の 日及び 日に刊行して

いる。商標権設定登録日と商標の公告日は同日であり、つまり、現行法では、

商標権の登録日は毎月の 日ではなければ、毎月の 日になる。智慧財産局は

登録設定日に出願人側に登録証書原本を送る。
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頭弁論を通じて商標の識別力又は商標の類似性を論争する必要がある。
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２、所定期間内に登録料が納付されていない場合

登録料の納付は商標登録の要件であり、年金の性質ではない。よって、所定

期間内に登録料が納付していない場合、登録査定が取り消される。

しかし、商標法第 条第 項により、権利を回復できる場合もある。出願

人が故意でなく登録料を納付しなかった場合は、納付期間満了後の ヶ月以内

に倍額の登録料を納付すれば、権利を回復できる。しかし、納付期間満了後の

ヶ月以内に、第三者が登録出願により取得した商標権に対して影響を与えた場

合は、割増料金を支払うことによって権利を回復することは認められない。

実務においては、割増料金を払うと同時に、納付期限までに支払わなかった

理由も説明しなければならない。権利回復により権利を侵害された第三者がい

ると審査官が認める場合は、出願人に ヶ月以内に意見を述べる機会を与える。

三、商標登録の存続期間

商標登録者は、登録を受けた日から商標権を取得する。商標権の存続期間は、

登録日より 年間である。存続期間は更新登録により 年ずつ延長できる。

一方、何人も、商標登録公告の日から ヶ月以内に、商標主務官庁に対して

異議を申立てることができる。また、異議期間が経過した後は、利害関係人で

あれば、商標主務官庁に対し、無効審判請求を提出することができる。商標登

録出願の審査手順については、次の「商標出願から登録までのフローチャート」

をご参照いただきたい。
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商標出願から登録までのフローチャート 

年 月現在  
 
 

出願 
基礎出願 

補
正
指
令
前 

３
ヶ
月
以
内 

優先権証明書

及び翻訳文 
自発補正 

方式審査 

補正指令 
補正書不提出 

出願却下 補正書提出 

意見書を提出ない場合、 
拒絶査定になる 

異議申立て 
拒絶理由通知 実体審査 

３
ヶ
月
以
内
何
人
も
で
き
る 

異議答弁 異議理由補充 
通知から 2ヶ月以内

期間延長可 
意見書提出 

拒絶理由が解

消された場合 
答弁補充 

(理由・証拠不提出) 
異議決定 登録査定 拒絶査定 拒絶理由が解消さ

れない場合 
理
由 

あ
り 不

服 

却下決定 

査定書を受けてから 
30 日以内 

登録取消決定 登録料納付 不服申立とし

ての訴願 
理
由
な
し 

不
服 

訴願決定書を受けて 
から 2 ヶ月以内 

設定登録 
登録公告 

 
行政訴訟 

(知的財産裁判所) 

上
訴 

判決書を受けてから 
20 日間以内 

無効審判 
取消審判 

 
行政訴訟 上訴 

(最高行政裁判所) 
知的財産局 

拒絶確定

商標権 
存続期間満了 更新手続き 

設定登録日から 10 年 

------ 
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第六節 商標権取得後どのように権利を維持するか

登録公告の日から商標権の効力が発生する。出願人は、商標権を取得し、商

標権者となる。商標権を取得した後、以下の事項は権利者の権利に関するもの

なので、くれぐれも留意する必要がある。

一、商標を実際に使用すること

正当な理由なく、登録後 年以上使用しなかった場合、又は 年以上継続的

に使用を停止していた場合、登録が取消される可能性がある。

不使用又は不当使用による取消しを避けるため、登録された商標を商標法に

従い使用することについては、商標権者の重要な課題である。なお、商標の使

用が多ければ多いほど、商標の価値が高いといえる。

１、「商標としての使用」の定義及び態様

「商標としての使用」の定義及び態様について、商標法第 条に定めてい

る。

【商標法】

第五条 商標としての使用とは、販売を目的として、しかも次に掲げる各号

のいずれかに該当し、関連する消費者にそれが商標であると認識させるこ

とができることをいう。

一 商標を商品又はその包装容器に用いる。

二 前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。

三 提供する役務と関連する物品に商標を用いる。

四 商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる。

２ 前項各号の情況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インター

ネット又はその他媒介物の方式で行う場合も同様である。

（ ）「商標としての使用」の定義
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以上の条項の文言によると、「商標としての使用」は、少なくとも次の二要

件を満たさなければならない。即ち､「①使用者は主観上、販売を行う目的を有

しなければならない。且つ、②その使用は客観上、関連消費者にそれが商標で

あると認識させるに足りなければならない。」という要件である。なお、第六

章で、「権利維持のための商標の使用」と「権利侵害となる商標の使用」につ

いても論じているので参照されたい。

（ ）商標使用の態様

商標の商品における使用 商標の役務における使用

・商標を商品・その包装又は容器に用

いる。 ・他人のために、役務を提供し、商標

をその提供する役務と関連する物

品に商標を用いる。

・商標が付されている商品・包装容器

を所持、展示、販売、輸出又は輸入

する。

・関連するビジネス文書又は広告に用いる

（例えば、商品の場合：商品説明書、商品カタログ。

役務の場合：レストランスタッフのユニホーム、デパートのフロアガイド）

・以上の状況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット

又はその他媒介物の方式で行う場合

商標権者が登録商標の使用を証明する場合、その立証する事実は商業取引の一

般慣習に符合しなければならない。（商標法第 条により、 条第 項の規定

を準用）

２、登録商標の使用の認定

商標権者は、登録された指定商品又は役務について商標権を取得する（商標
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法第 条第 項）。即ち、登録された商標図案をもって登録された指定商品又

は指定役務に使用しなければならない。登録商標の使用の認定は、使用者が販

売の目的をもって、商業取引の過程において当該商標を実際に使用しているか

否か、及び関連消費者にそれが商標であることを認識させ､他人の商品又は役務

と区別させるに足るか否かをもって、これを判断する。

・商標使用の主体
商標権者

商標のライセンシー

・商標使用の客体 登録された商標図案（商標の同一性があるもの）

登録された商品・役務

・期間 主務官庁に許可された有効期間

・地域 台湾が管轄域内

輸出（商標法第 条第 号）。権利者が台湾の市

場において商標商品を販売していなくても、台湾

で 又は の加工製造又は設計・製造したも

のを輸出した場合、その商標の使用があると認め

られる（３年不使用に対する抗弁）。

ネットにおける使用

①登録商標を使用するホームページの第一層アド

レスが「 」アドレスであれば、原則的に、使用

者は台湾の市場で販売を行う目的があり、商標の

使用に該当する。

②その他の国のアドレスであれば、ホームページ

の内容には台湾の市場で販売を行う目的があるか

否かについて判断する。例えば、ホームページは、

台湾の消費者に対する輸送サービスの提供、又は

ホームページの画面上で繁体字中国語の選択肢な
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どの提供を示していることなど。

①商標の同一性

（ ）文字商標

登録商標を実際に使用する時、単に商標図案の寸法、比例、字体若しくは

並べ方などのみを変更した場合は、通常、形式上の僅かな違いに該当し、その

同一性を失わない。ただし、実際、同一性を有するか否かは、依然として一般

の社会通念及び消費者の認知により、具体的な個別案件ごとに認定すべきであ

る。以下の状況は、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると認めるこ

とができる。

場面 登録した商標図案 実際に使用態様

・商標図案文字の

並べ方のみを変

更

亞都

・商標図案の字体

のみを変更

（アルファベッ

トの大・小文字を

含む）

・商標図案の付属

（主要ではない）

部分のみを変更

（ ）カラー図案

現行実務では、商標図案をモノクロで登録した場合、カラーでの使用が認

 

 
法第 条第 項）。即ち、登録された商標図案をもって登録された指定商品又

は指定役務に使用しなければならない。登録商標の使用の認定は、使用者が販

売の目的をもって、商業取引の過程において当該商標を実際に使用しているか

否か、及び関連消費者にそれが商標であることを認識させ､他人の商品又は役務

と区別させるに足るか否かをもって、これを判断する。

・商標使用の主体
商標権者

商標のライセンシー

・商標使用の客体 登録された商標図案（商標の同一性があるもの）

登録された商品・役務

・期間 主務官庁に許可された有効期間

・地域 台湾が管轄域内

輸出（商標法第 条第 号）。権利者が台湾の市

場において商標商品を販売していなくても、台湾

で 又は の加工製造又は設計・製造したも

のを輸出した場合、その商標の使用があると認め

られる（３年不使用に対する抗弁）。

ネットにおける使用

①登録商標を使用するホームページの第一層アド

レスが「 」アドレスであれば、原則的に、使用

者は台湾の市場で販売を行う目的があり、商標の

使用に該当する。

②その他の国のアドレスであれば、ホームページ

の内容には台湾の市場で販売を行う目的があるか

否かについて判断する。例えば、ホームページは、

台湾の消費者に対する輸送サービスの提供、又は

ホームページの画面上で繁体字中国語の選択肢な
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められるが、色を指定して登録を受けた場合、その特定の色以外の「モノク

ロでの使用」又は「他の色での使用」は登録商標の使用とは認められない。

したがって、出願人が商標の色彩を限定せずに自由に使おうとする場合、商

標図案をモノクロで登録出願するべきである。

商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

○

×

（ ）一部使用

登録商標を実際に使用するとき、その図案の全部を使用しなければなら

ず､単独にその中の一部を使用してはならない。その中の一部のみを使用す

る場合は、登録商標の使用であると認めない。

商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

×

×

その中の一部を商標として単独に使用する意向がある場合は、商標法の規定
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に基づき当該単独な部分をもって登録を出願しなければならない。

３、登録商標の登録が取り消されることをもたらす状況

商標法第 条第 項により、取消審判の理由は、①3年以上不使用の事実が

あること、②変更し付記を加えて使用したこと、③慣用名称になった場合及び

④不正使用により、公衆に商品・役務の性質、品質又は産地について、誤認誤

信を生じさせる虞がある場合の四つある。

そのうち、商標紛争事件でよく引用されるのは、①の商標登録してから 年

以上続けて商標を使用していない事情がある場合である（商標法第 条第 項

第 号）。

取消審判の請求範囲について、取消理由は登録商標の使用商品・役務の一部

のみに存在する場合、当該一部の商品・役務についてその登録を取り消すこと

ができる。

（ ）商標に３年以上不使用の事実があること（商標法第 条第 項第 号）

取消審判は利害関係人に限って請求できるものではなく、何人でも登録商標

に対する取消審判を請求することができる。なお、智慧財産局は職権により、

取消理由がある登録商標に対し、取消審判を通じ、当該登録を取消すことがで

きる。詳細について、第五章の第二節を参照されたい。

（ ）変更し付記を加えて使用したこと（商標法第 条第 項第 号）

商標権者が登録商標本体の文字、図形、色彩などを変更したり、その他の文

字、図形、色彩などを加えたりして、他人が同一若しくは類似の商品又は役務

において使用している登録商標と同一又は類似を構成し、関連消費者にそれが

表す商品の出所又は製造主体に対する混同誤認を生じさせる虞がある場合は、

 

 
められるが、色を指定して登録を受けた場合、その特定の色以外の「モノク

ロでの使用」又は「他の色での使用」は登録商標の使用とは認められない。

したがって、出願人が商標の色彩を限定せずに自由に使おうとする場合、商

標図案をモノクロで登録出願するべきである。

商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

○

×

（ ）一部使用

登録商標を実際に使用するとき、その図案の全部を使用しなければなら

ず､単独にその中の一部を使用してはならない。その中の一部のみを使用す

る場合は、登録商標の使用であると認めない。

商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

×

×

その中の一部を商標として単独に使用する意向がある場合は、商標法の規定
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商標法第 条第 項 号の規定する登録の取り消し事由を構成する。

【事例】

係 争 商 標 根拠となる商標

（引用商標）
登録した商標図案 実際の使用態様

係争商標の権利者は登録商標を変更し付記を加えて使用した商標図案は、引

用商標と比較対照した場合、類似を構成し、且つ弁当箱など同一若しくは類似

の商品を指定しているので、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。商

標法第 条第 項 号の規定に該当する。

（ ）慣用名称になった場合（商標法第 条第 項 号）

当該登録商標の製品が斬新で、発売されるとともに市場で大人気となり、消

費者が購買する際に直接に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場合、又

は業者が類似製品を投入する際に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場

合、当該商標が登録後に慣用名称になってしまうことがある。

商標が指定商品の慣用名称となってしまった場合、商標は価値を失う一方、

当該登録商標は商標としての識別機能を失うので、商標法第 条第 項 号の

規定する取消事由になる。

登録商標が指定商品の慣用名称になることを防ぐ方法の一つは、商標を製品

名称とともに使用し、商標を「形容詞」として製品の出所を表す（描写する）

ことである。例えば、「 」インスタントコーヒー製品が発売されたとき、

商標権者は、「 」商標を表示すると同時に、消費者が直接にその製品を
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「 」と呼ぶことを避けるために、その製品名称であるインスタントコー

ヒーも標示した。これにより、「 」がインスタントコーヒーの一種であ

ると認識されやすくなる。

（ ）不正使用により、公衆に商品・役務の性質、品質又は産地について、誤認

誤信を生じさせる虞がある場合（商標法第 条第 項 号）

登録商標は、登録を取得した図案及び指定する商品若しくは役務に従って、

使用しなければならない。登録商標を不当に使用し、公衆に指定する商品若し

くは役務の性質、品質又は産地に対する誤認誤信を生じさせる虞があった場合、

商標法第 条第 項 号が規定する登録取消事由を構成する。

４、その他の注意すべき事項

（ ）会社名称の要部を商標として登録された場合

会社名称を登録商標図案として登録を出願し、実際の使用において、通常に

使用する方法で会社名称を商品、商品の外部包装又はその他の営業上の関連物

件又は書類に標示した場合、これは会社名称の使用に該当し、登録商標の「商

標としての使用」に該当しない。

（ ）権利不要求された部分がある登録商標の使用

識別力のないものがデザインを施されて商標登録になった場合、そのデザイ

は商標の重要な要素となるので、実際に使用する際に、そのデザインを表現し

なければならない。

 

 
商標法第 条第 項 号の規定する登録の取り消し事由を構成する。

【事例】

係 争 商 標 根拠となる商標

（引用商標）
登録した商標図案 実際の使用態様

係争商標の権利者は登録商標を変更し付記を加えて使用した商標図案は、引

用商標と比較対照した場合、類似を構成し、且つ弁当箱など同一若しくは類似

の商品を指定しているので、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。商

標法第 条第 項 号の規定に該当する。

（ ）慣用名称になった場合（商標法第 条第 項 号）

当該登録商標の製品が斬新で、発売されるとともに市場で大人気となり、消

費者が購買する際に直接に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場合、又

は業者が類似製品を投入する際に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場

合、当該商標が登録後に慣用名称になってしまうことがある。

商標が指定商品の慣用名称となってしまった場合、商標は価値を失う一方、

当該登録商標は商標としての識別機能を失うので、商標法第 条第 項 号の

規定する取消事由になる。

登録商標が指定商品の慣用名称になることを防ぐ方法の一つは、商標を製品

名称とともに使用し、商標を「形容詞」として製品の出所を表す（描写する）

ことである。例えば、「 」インスタントコーヒー製品が発売されたとき、

商標権者は、「 」商標を表示すると同時に、消費者が直接にその製品を
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商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

×

（「 」につき権利不要求）

×

二、商標使用許諾（商標ライセンス）

商標権者の同意を得た他人も登録商標を使用できる。例えば、ライセンス関

係を結ぶことにより、ライセンシーが登録商標を使用することがこれに当たる。

商標権者が既に商標権の使用を他人に合法的にライセンスした場合、合法的に

登録商標を使用していると認めるべきである。つまり、登録商標の使用を他人

にライセンスした場合、ライセンシーの使用は商標権者の使用と見なすことが

できる。 本稿巻末の添付資料３の「商標使用許諾」書式を参照

商標権者は、その登録商標の指定商品・役務の全部又は一部について、指定

地区で専用使用権又は非専用使用権を許諾することができる。専用使用権の使

用許諾を受けた者は許諾範囲内で、当該商標の使用について、商標権者及び第

三者の使用を排除することができる。

使用許諾に際しては、当事者双方が契約締結に合意した後、商標主務官庁に

登記すればよい。前記の登記を行わない場合には該使用許諾を以って第三者に

対抗することはできない。即ち、商標権者（ライセンサー）及び使用権者（ラ

イセンシー）の間に使用許諾の関係が存在しても、当事者以外の第三者にその

使用許諾の事実を主張することができない。

ここでいう「登記」とは商標主務官庁にある事柄を届け出ることをいい、許
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可を申請することは含まれない。但し、第三者に対抗できる効果を生じるか否

かはこの登記行為がなされているか否かによる。したがって、第三者に対抗で

きる法的要件を満たすために、主務官庁が当該使用許諾の登記事項を商標公報

に公告する必要がある。実際に商標の主務官庁が許諾事項を商標原簿に登記し、

公告を行い、登記に関する全ての手続きを完了した時点ではじめて第三者に対

抗することができるようになる。

商標ライセンスは智慧財産局に登記されて、初めて第三者に対抗することが

できる。しかし、商標が使用されているか否かは事実の認定に係る問題である。

よって、商標権者が他人に商標の使用をライセンスすることが智慧財産局登記

されていなくても、ライセンシーが商標を使用していることを認めるに足る事

実があれば、商標権者が合法的に使用していると見なすことができる。

三、商標権譲渡の登記

商標権移転登録は、商標譲渡の発効要件でなく、対抗要件として扱われてい

るため、第三者に対し権利行使する前に、智慧財産局に登録しなければなら

ない。 本稿巻末の添付資料４の「商標譲渡書」書式を参照

現行の台湾商標では、外国の会社と台湾における関連会社の間の商標使用に

ついては下記のような状況がある。

Ａ、外国企業（例えば、日、米、独、仏など。）の子会社が台湾の会社法（中

国語は「公司法」）により設立された法人であれば、法的には親会社の事

業所でなく独立した法人格を有しているので、該台湾子会社 法人 を商標

権者とすることができる。その際、子会社が台湾において、親会社の商標

を使用しようとする場合には、商標の権利者名義を親会社から台湾子会社

へ移転することができる 出願中の商標についても同様 。但し、何かと手

続きの煩雑な商標移転を避けるため、使用許諾を行うのも一策である。即

ち、親会社と子会社間で商標使用許諾契約を結ぶことによって外国の親会

社が商標権を保有したままでその子会社が使用権者として商標を使用す

ることができ、商標管理という視点からみれば、より合理的な方法である

 

 
商標の使用に当

該するか否か
登録した商標図案 実際の使用態様

×

（「 」につき権利不要求）

×

二、商標使用許諾（商標ライセンス）

商標権者の同意を得た他人も登録商標を使用できる。例えば、ライセンス関

係を結ぶことにより、ライセンシーが登録商標を使用することがこれに当たる。

商標権者が既に商標権の使用を他人に合法的にライセンスした場合、合法的に

登録商標を使用していると認めるべきである。つまり、登録商標の使用を他人

にライセンスした場合、ライセンシーの使用は商標権者の使用と見なすことが

できる。 本稿巻末の添付資料３の「商標使用許諾」書式を参照

商標権者は、その登録商標の指定商品・役務の全部又は一部について、指定

地区で専用使用権又は非専用使用権を許諾することができる。専用使用権の使

用許諾を受けた者は許諾範囲内で、当該商標の使用について、商標権者及び第

三者の使用を排除することができる。

使用許諾に際しては、当事者双方が契約締結に合意した後、商標主務官庁に

登記すればよい。前記の登記を行わない場合には該使用許諾を以って第三者に

対抗することはできない。即ち、商標権者（ライセンサー）及び使用権者（ラ

イセンシー）の間に使用許諾の関係が存在しても、当事者以外の第三者にその

使用許諾の事実を主張することができない。

ここでいう「登記」とは商標主務官庁にある事柄を届け出ることをいい、許
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といえる。もちろん、この商標使用許諾は、商標主務官庁に登記を行う必

要がある。

Ｂ、仮に、該関連会社が子会社ではなく、外国企業の台湾支社であれば、該支

社は外国企業の一事業所にすぎず、法的には独立した法人格を有していな

いので、商標権者とすることはできない。但し、外国企業の支社という立

場上、本社所有の商標を自由に使用することができ、わざわざ移転又は使

用許諾を行う必要がないという利点がある。

四、登録内容の変更登録

商標権者名や住所の変更など、登記事項の変更は、智慧財産局に届け出る必

要があるが、現行実務において、更新登録と合わせて、一緒に手続きを行うこ

とが多い。

五、税関登録

商標権、著作権の侵害物品の輸出入の防止を強化するため、税関には「商標

権侵害物品及び著作権侵害物品の輸出入の摘発又は情報提供の申請」制度 税関

の登録制度 が設けられている。税関登録手続きが終了した後、台湾全国の各税

関は登録期間中（商標権の存続期間の満了日まで）に輸出入商品に対しサンプ

リングチェックを行い、登録されている情報と一致するものがあるかどうかを

チェックする。輸出入申告された物品が商標権や著作権侵害の疑いがある（以

下「侵害疑義物品」という）と判断された場合、税関は当該物品の輸出入を差

し止めて登録済の権利者にその旨を通知する。

六、商標の更新登録

商標権存続期間の更新出願は、存続期間終了日の前後 ヶ月以内に提出しなけ

ればなりない。政府手数料につき、 区分ごとに を要する。但し、存続
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3
日本では、新旧区分の違いで調査が煩雑であることや権利範囲が不明確である等の問題を解消すため、書
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要があるが、現行実務において、更新登録と合わせて、一緒に手続きを行うこ

とが多い。

五、税関登録

商標権、著作権の侵害物品の輸出入の防止を強化するため、税関には「商標

権侵害物品及び著作権侵害物品の輸出入の摘発又は情報提供の申請」制度 税関
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リングチェックを行い、登録されている情報と一致するものがあるかどうかを

チェックする。輸出入申告された物品が商標権や著作権侵害の疑いがある（以

下「侵害疑義物品」という）と判断された場合、税関は当該物品の輸出入を差

し止めて登録済の権利者にその旨を通知する。

六、商標の更新登録

商標権存続期間の更新出願は、存続期間終了日の前後 ヶ月以内に提出しなけ

ればなりない。政府手数料につき、 区分ごとに を要する。但し、存続
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第七節 未登録の商標はどのように保護できるか

台湾は、商標権の取得について登録主義を採っている。つまり、台湾で商標

専用権を取得するには、台湾の法律に従って登録出願し、商標主務官庁の審査

を経て、初めて商標所有権を取得し、台湾法令で保護されており、商標権の範

囲内で他人の使用を排除できる。未登録商標について、原則としては保護され

ない。

しかし、商標法第３６条に商標権効力の例外に関する規定があり、未登録商標

の保護について、先使用権が規定されている。なお、未登録商標は著名商標で

あれば、台湾商標法及び公平交易法にで保護されている。以下に、未登録商標

及び著名商標の台湾における保護について、それぞれ説明する。

一、未登録商標（著名商標を含む）

他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する

商品・役務に使用する場合、他人の商標権の効力による拘束を受けない。つま

り、同一又は類似商品・役務において、類似又は同一の先行登録商標が存在す

るものの、自己の商標は当該先行登録商標の出願日の前に、すでに使用の事実

があり、かつ、それ以来、自己の商標が継続的に使用していれば、今後も使用

でき、法律上、先行登録商標の権利を侵害していない。但し、使用する商品の

範囲は原来のものに限り、商品の範囲を拡大することはできない。なお、先行

登録商標の権利者は先使用の未登録商標所有者に対して、適当な区別表示の付

記を要求することができる。

第３６条に定めている商標権効力の例外は下記の三つの事項があるものの、①

と②は販売上の普通使用であり、商標としての使用ではない。③しか未登録商

標の保護規定に属する。

① 商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法で、自己の氏名、名称、

又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はそ
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の他商品又は役務自体に関する説明を表示するが、商標として使用しない場

合。

② 商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。

③ 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似す

る商品又は役務に使用する場合。但し、それは原使用の商品又は役務に限る。

その場合、商標権者は該商標を使用する者に対して、適当な区別表示の付記

を要求することができる。

二、著名商標に関する保護

台湾における「著名商標」の保護は、台湾商標法及び公平交易法に定められて

いる。「著名商標」の用語が明文で法文上に規定され、その定義も明文化され

ている。商標実務・学界の通説により、台湾商標法に言う「著名商標」は国際

条約の「 」を指す。日本の「周知商標」に相当する。

「著名商標」の定義：関係する企業又は消費者に広く認識されており、それを

証明するに足る客観的な証拠があるものを指す。（商標法施行細則第 条）

① 登録阻却の場面では、商品・役務を示す他人の著名商標と混同誤認の虞があ

る商標の登録を阻却することが商標法第 条第 項第 号に規定されてい

る。この条文に該当する場合、商標登録拒絶事由、異議申し立てによる取消

事由（商標法第 条第 項）、無効審判の無効事由（商標法第）となる。

商標実務において、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。よって、著名商標の保護範囲の広さは、周知度の高さ次第と

言える。

② 権利行使の場面においても、公平交易法には、同一又は類似商品・役務にお

いて、著名商標と同一・類似の表示を他人が権利使することを禁止する規定

がある。（公平交易法第 条第 項、第 条）

 

 
第七節 未登録の商標はどのように保護できるか

台湾は、商標権の取得について登録主義を採っている。つまり、台湾で商標

専用権を取得するには、台湾の法律に従って登録出願し、商標主務官庁の審査

を経て、初めて商標所有権を取得し、台湾法令で保護されており、商標権の範

囲内で他人の使用を排除できる。未登録商標について、原則としては保護され

ない。

しかし、商標法第３６条に商標権効力の例外に関する規定があり、未登録商標

の保護について、先使用権が規定されている。なお、未登録商標は著名商標で

あれば、台湾商標法及び公平交易法にで保護されている。以下に、未登録商標

及び著名商標の台湾における保護について、それぞれ説明する。
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他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する

商品・役務に使用する場合、他人の商標権の効力による拘束を受けない。つま

り、同一又は類似商品・役務において、類似又は同一の先行登録商標が存在す

るものの、自己の商標は当該先行登録商標の出願日の前に、すでに使用の事実

があり、かつ、それ以来、自己の商標が継続的に使用していれば、今後も使用

でき、法律上、先行登録商標の権利を侵害していない。但し、使用する商品の

範囲は原来のものに限り、商品の範囲を拡大することはできない。なお、先行

登録商標の権利者は先使用の未登録商標所有者に対して、適当な区別表示の付

記を要求することができる。

第３６条に定めている商標権効力の例外は下記の三つの事項があるものの、①

と②は販売上の普通使用であり、商標としての使用ではない。③しか未登録商

標の保護規定に属する。

① 商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法で、自己の氏名、名称、

又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はそ
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公平交易法は 年法改正により、著名商標の保護範囲の広さは同一又

は類似商品・役務に限られている。

【商標法】

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。

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

第四十八条 商標の登録が第 条第 項、第 条第 項又は第 条

第 項の規定する情況に違反する場合、何人も、商標登録公告日後 ヶ

月以内に、商標主務官庁に対して異議を申し立てることができる。

第五十七条 商標の登録が第 条第 項、第 条第 項又は第 条

第 項の規定する情況に違反して為された場合、利害関係人又は審査官

は商標主務官庁に対し、その登録に係る無効審判を請求又は提起するこ

とができる。
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【公平交易法】

第二十二条 事業者は自己の供給する商品又は役務について、下記の各号のい

ずれかに該当する行為をしてはならない。

一 他の著名な氏名、商号、会社の名称もしくは商標、商品の容器、包装、

外観、その他商品を表徴する標識を自分の提供する同一又は類似の商品に

おいて、同一又は類似的に使用することにより、他人の商品と混同を生ず

ること、又は当該標識が付いた商品を販売し、運送し、輸出し若しくは輸

入すること。

第二十五条 本法に別段の規定がある場合を除き、事業者はその他取引秩序に

影響するに足りる欺罔又は著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。

三、著名商標リスト

智慧財産局は、ここ 年間 年 月至 年 月 、各裁判所、公平交

易委員会、財団法人台湾ネットワーク情報センター（ ）及び同局がかつて

認定した著名商標の事例をかき集めて、認定された著名商標リスト（合計

件）を公表した。次のＵＲＬのサイトで検索できる。

智慧財産局によれば、「著名商標」の認定は法律上の拘束力はなく、著名商標

リストは検索に資するものだけである。著名商標について、時間がたつに関わ

らず、百年が経ってもそのブランド力が存在するものもあれば、かつて著名商

標と認定されたものが数年も経たないうちに市場から淘汰されるものもある。

このため、リストは随時に更新し、ここ 年間の最新の著名商標を取り入れる

のが目標である。商標紛争が起きたときに強固な裏づけ証拠を提供できる根拠

が必要なため、智慧財産局は著名商標リストの作成している。

 

 

公平交易法は 年法改正により、著名商標の保護範囲の広さは同一又

は類似商品・役務に限られている。

【商標法】

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。

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

第四十八条 商標の登録が第 条第 項、第 条第 項又は第 条

第 項の規定する情況に違反する場合、何人も、商標登録公告日後 ヶ

月以内に、商標主務官庁に対して異議を申し立てることができる。

第五十七条 商標の登録が第 条第 項、第 条第 項又は第 条

第 項の規定する情況に違反して為された場合、利害関係人又は審査官

は商標主務官庁に対し、その登録に係る無効審判を請求又は提起するこ

とができる。
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添付資料１  

【台湾商標登録出願 政府手数料表】
2017 年 11 月現在 

項  目 政府手数料 
(NTD) 

A.商標出願時 (單位: 1件,一商標一区分を 1件とする。以下同じ)  

  1商標/団体商標出願(商品数 20個以下)     3,000 

    a) 区分毎に指定商品の数が 20個を超える請求項 1個につ
き (第 21個から) 200 

    b) 第 35類の特定商品小売の数が 5個を超える請求項 1個に
つき (第 6個から)       500 

  2商標/団体商標 一商標多区分で出願する場合、 
第 2区分から 1区分毎に     3,000 

  3 団体標章/証明標章出願(区分を指定する必要はない) 5,000 

B.登録査定時  
1登録査定の通知、登録料の納付代行、登録証書の送付  
a) 商標/団体商標 

   b) 団体標章/証明標章 (区分を指定する必要はない) 
2,500        
2,500 

2商標/団体商標 一商標多区分での登録、 
第 2区分から、1区分毎に 

2,500 

C.商標紛争処理  
  1異議申立て  1区分毎に  4,000 
  2無効審判請求  1区分毎に  7,000 
  3取消審判の請求 1区分毎に  7,000 
4異議申立て、無効審判又は取消審判への参加 

(「1件每に」は「1登録番号毎に」を指す) 
1件每に  2,000 

D.行政救済  

  1行政訴訟の提起-知的財産裁判所 (一審)    1件每に  4,000 

  2行政訴訟の上告-最高行政裁判所 (二審) 1件每に  6,000 

E.商標権利内容変更に関する登録  
  1出願内容の変更、登録内容の変更 1件每に   500 

    2登録商標又は出願商標の指定商品・役務の分割 1件每に  2,000  

(増えた件数により計算) 

  3登録商標又は出願商標の指定商品・役務の減縮 1件每に   500 

  4移転登録 1件每に  2,000 
  5使用権設定登録・再使用権設定登録 1件每に  2,000 
  6使用権設定登録・再使用権設定登録の抹消 1件每に  1,000 

  7質権設定登録 1件每に  2,000 

  8質権消滅の登記 1件每に  1,000 

  9商標・団体商標の更新登録 1区分每に  4,000 
  10証明標章・団体商標の更新登録 1件每に  4,000 

F.その他の事項  

  1登録証書再発行の申請 1件每に   500 
  2英語登録証書発行の申請 1件每に   500 
  3商標主務官庁へファイルの閲覧 1件每に   500 
  4裁判所又は外国の国家機関の公・認証 所管官庁の定めにより 
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添付資料２ 

 

委   任   状  
 

当社は、台湾における○○法律事務所の○○○弁護士を代理人と定め、復代

理人の選任又は解任の権限を与え、当社に代わり、主務官庁に商標、団体商標、

団体標章、証明標章の出願、存続期間の延長、登録の取下げ、権利回復、更新、

譲渡、移転、変更、分割又は補正手続きの申請、使用許諾の登録、英語証書の

申請及び登録証の再発行・交換発行の申請、書類閲覧などに係る全ての手続き

を代行し、当社に不利益となる決定又は当社の商標に対する侵害につき、商標

情報提供、異議申立手続き、無効審判手続き、若しくは上記手続きにおいて答

弁を行い、また、当社に代わり、商標事件に関する全ての書類送達を受領し、

代理人に商標事件にかかる如何なる行為を当社の代わりに行うことを授権する

ことにより、当社が域内での商標権の全ての権益を保護する。 
 
 

委 任 者 ：   (印) 

 

代 表 者 ： (印)  

   

住 所 ：  

日 付      ： 西元 2017 年 月 日 

受 任 者 ： 住所

○○法律事務所 
○○○  弁護士 
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添付資料３ 
TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 

 
THIS AGREEMENT made and entered into on this the ____ day of ___________, 
2017, by and between            , a company duly organized and existing under the 
laws of      , having its principal place of business at           (hereinafter 
referred to as "LICENSOR"),  
 
and 
                         , a company duly organized and existing under the laws 
of          , having its principal place of business at                        , 
(hereinafter referred to as "LICENSEE"); 
 
 

WITNESSETH: 
 
 WHEREAS, LICENSOR is the owner of the LICENSED TRADEMARKS (as 
defined below) registered in the Republic of China (Taiwan) and set forth in Schedule A 
which is attached hereto and is hereby incorporated into and made a part of this 
Agreement; and 
 
 WHEREAS, LICENSEE desires to use the LICENSED TRADEMARKS on or in 
association with certain of its LICENSED PRODUCTS (as defined below); and 
 
 WHEREAS, LICENSOR is willing to grant to LICENSEE the right in connection 
with the LICENSED TRADEMARKS, which is set forth in ITEM 3, in association with 
the LICENSED PRODUCTS; and 
 
 WHEREAS, it is the mutual desire of the parties to set forth formally herein the 
terms and conditions under which LICENSEE will be permitted to use the LICENSED 
TRADEMARKS; and 
 
 NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual covenants 
contained herein, the parties hereto agree as follows: 
 
 
ITEM 1. 

For the purpose of this Agreement, the following words shall have the following 
meanings: 
1.1 "LICENSED PRODUCTS" means  

(1) items such as              ,  
(2) items such as                 , 

bearing the LICENSED TRADEMARKS and manufactured by LICENSEE's 
permitted sublicensees and subcontractors for LICENSEE for distribution and 
sale in the TERRITORY. 
 

1.2 "TERRITORY" means the following country and any other countries which are 
added hereto from time to time by the mutual agreement of the parties hereto: 

 

 

 
添付資料２ 

 

委   任   状  
 

当社は、台湾における○○法律事務所の○○○弁護士を代理人と定め、復代

理人の選任又は解任の権限を与え、当社に代わり、主務官庁に商標、団体商標、

団体標章、証明標章の出願、存続期間の延長、登録の取下げ、権利回復、更新、

譲渡、移転、変更、分割又は補正手続きの申請、使用許諾の登録、英語証書の

申請及び登録証の再発行・交換発行の申請、書類閲覧などに係る全ての手続き

を代行し、当社に不利益となる決定又は当社の商標に対する侵害につき、商標

情報提供、異議申立手続き、無効審判手続き、若しくは上記手続きにおいて答

弁を行い、また、当社に代わり、商標事件に関する全ての書類送達を受領し、

代理人に商標事件にかかる如何なる行為を当社の代わりに行うことを授権する

ことにより、当社が域内での商標権の全ての権益を保護する。 
 
 

委 任 者 ：   (印) 

 

代 表 者 ： (印)  

   

住 所 ：  

日 付      ： 西元 2017 年 月 日 

受 任 者 ： 住所

○○法律事務所 
○○○  弁護士 
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The Republic of China (Taiwan) 

 
1.3 "LICENSED  TRADEMARKS" means LICENSOR's trademark registrations 

and/or applications in the TERRITORY in the classes and in the form set forth 
in the Schedule A attached hereto and made a part hereof, owned or controlled 
by LICENSOR and used on or in connection with the LICENSED 
PRODUCTS and any other LICENSED TRADEMARKS of LICENSOR 
mutually agreed by the parties hereto for application to the LICENSED 
PRODUCTS during the term of this Agreement. 

 
ITEM 2. 

The effective term of this Agreement shall commence on      , 2017 and, unless 
terminated earlier in accordance with any provision contained herein, shall continue in 
full force and effect until       , or otherwise the date mutually agreed between the 
parties, provided that the licenses and rights granted by LICENSOR to LICENSEE 
under this Agreement in connection with each LICENSED TRADEMARKS shall 
terminate on the expiration date of the trademark registration in the TERRITORY of 
relevant LICENSED TRADEMARKS. At latest six (6) months prior to the expiration of 
the original term or any extension thereof, the parties shall negotiate about the renewal 
of this Agreement and this Agreement may be renewed on such terms and conditions as 
may be mutually agreed upon by the parties having regard to the circumstances 
prevailing at the time. 
 
ITEM 3. 
 During the term of this Agreement, LICENSOR hereby grants to LICENSEE, and 
LICENSEE accepts from LICENSOR the following licenses and rights: 

(a) to have the LICENSED PRODUCTS manufactured, labeled or marked with 
the LICENSED TRADEMARKS by its permitted subcontractors at their plants in 
the TERRITORY with the prior written approval of LICENSOR on a 
non-exclusive basis; and 

(b) to distribute and sell any and all such LICENSED PRODUCTS as are set 
forth in ITEM 3.(a) hereof, inclusive, throughout the TERRITORY using the 
LICENSED TRADEMARKS on or in connection with such LICENSED 
PRODUCTS on an exclusive basis. 

  
ITEM 4. 
 LICENSEE covenants that the LICENSED TRADEMARKS shall not be used in 
any manner whatsoever which may jeopardize the distinctiveness or validity of the 
LICENSED TRADEMARKS. 
 
ITEM 5. 
 Upon termination of this Agreement, LICENSEE agrees to discontinue any use 
whatsoever of the LICENSED TRADEMARKS. 
 
ITEM 6. 
 This Agreement and the rights granted hereunder shall not be assignable by 
LICENSEE without the prior written consent of LICENSOR. No amendment or 
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modification of this Agreement shall be valid or binding upon the parties hereto unless 
made in writing and executed on behalf of each the parties hereto by their respective 
duly authorized representatives. 
 
 
 IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be 
executed by their respective duly authorized representatives as of the date first written 
above. 
 
LICENSOR:                         
 
 
                          
Place:           
Date:     
 
 
LICENSEE:                            
 
 
                          
 
Place:  
Date:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
The Republic of China (Taiwan) 

 
1.3 "LICENSED  TRADEMARKS" means LICENSOR's trademark registrations 

and/or applications in the TERRITORY in the classes and in the form set forth 
in the Schedule A attached hereto and made a part hereof, owned or controlled 
by LICENSOR and used on or in connection with the LICENSED 
PRODUCTS and any other LICENSED TRADEMARKS of LICENSOR 
mutually agreed by the parties hereto for application to the LICENSED 
PRODUCTS during the term of this Agreement. 

 
ITEM 2. 

The effective term of this Agreement shall commence on      , 2017 and, unless 
terminated earlier in accordance with any provision contained herein, shall continue in 
full force and effect until       , or otherwise the date mutually agreed between the 
parties, provided that the licenses and rights granted by LICENSOR to LICENSEE 
under this Agreement in connection with each LICENSED TRADEMARKS shall 
terminate on the expiration date of the trademark registration in the TERRITORY of 
relevant LICENSED TRADEMARKS. At latest six (6) months prior to the expiration of 
the original term or any extension thereof, the parties shall negotiate about the renewal 
of this Agreement and this Agreement may be renewed on such terms and conditions as 
may be mutually agreed upon by the parties having regard to the circumstances 
prevailing at the time. 
 
ITEM 3. 
 During the term of this Agreement, LICENSOR hereby grants to LICENSEE, and 
LICENSEE accepts from LICENSOR the following licenses and rights: 

(a) to have the LICENSED PRODUCTS manufactured, labeled or marked with 
the LICENSED TRADEMARKS by its permitted subcontractors at their plants in 
the TERRITORY with the prior written approval of LICENSOR on a 
non-exclusive basis; and 

(b) to distribute and sell any and all such LICENSED PRODUCTS as are set 
forth in ITEM 3.(a) hereof, inclusive, throughout the TERRITORY using the 
LICENSED TRADEMARKS on or in connection with such LICENSED 
PRODUCTS on an exclusive basis. 

  
ITEM 4. 
 LICENSEE covenants that the LICENSED TRADEMARKS shall not be used in 
any manner whatsoever which may jeopardize the distinctiveness or validity of the 
LICENSED TRADEMARKS. 
 
ITEM 5. 
 Upon termination of this Agreement, LICENSEE agrees to discontinue any use 
whatsoever of the LICENSED TRADEMARKS. 
 
ITEM 6. 
 This Agreement and the rights granted hereunder shall not be assignable by 
LICENSEE without the prior written consent of LICENSOR. No amendment or 
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Schedule A 

 
LICENSED TRADEMARKS SUBJECT TO  

THIS TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 
 

COUNTRY TRADEMARK REG.NO. CLASS TYPE CLASS REG.DATE EXP.DATE LICENSE PERIOD 

TAIWAN        
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添付資料４ 

商 標 譲 渡 書 
 

株式会社      (以下「譲渡人」という)は、出願/登録第       

号商標を有する。 

 

商標 出願/登録番号 区分 

   

 

また、有限会社          (以下「譲受人」という)は、上記商標を

取得する意向がある。 

 

譲渡人と譲受人が上述の登録商標の譲渡につき合意に達し、かかる譲渡の証

として本譲渡書を締結する。なお、本契約書三通を作成し、両者各一通を保存

し、残りの一通は主務官庁に商標移転登録のために提出されるものとする。 

 

日付：西元 年  月  日 
 

譲渡人：株式会社               印 

 代表者：     印 

住所：                         

 

 

譲受人：                印    

代表者：            印 

住所：                

 

 

 
Schedule A 

 
LICENSED TRADEMARKS SUBJECT TO  

THIS TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 
 

COUNTRY TRADEMARK REG.NO. CLASS TYPE CLASS REG.DATE EXP.DATE LICENSE PERIOD 

TAIWAN        
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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）

平成３０年３月　発行　　　　　　　　発行者　　舟　町　仁　志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行所　　公益財団法人 日本台湾交流協会
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執筆協力：萬國法律事務所（Formosa Trancnational Attoneys-at-Law）
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