
特許庁委託事業 

ASEAN 主要国における 

商標の識別性に関する調査 

2020 年 3 月 

日本貿易振興機構（JETRO） 

バンコク事務所 知的財産部 



 

3 

 

第２章  

各国の商標審査制度  
 

I．タイの商標審査制度 

 

１）所管庁の概要、審査手続きのフロー 

 

1.1) 所管庁の概要 

 

タイにおける商標登録は商務省（the Ministry of Commerce）の知的財産局（DIP）

が管轄している。審査の結果に対しては、知的財産及び国際取引中央裁判所（IP & IT 

Court）に提訴することが可能であり、さらに、専門事案控訴裁判所（Court of Appeal 

for Specialized Cases: CASC）への控訴及び最高裁判所への上告が可能である。 

 

1.2）審査手続のフロー 

 

  1.2.1)方式のチェック／審査／出願公告／登録 

 

商標登録出願後に、方式及び実体審査が行われる。実体審査では、出願商標が

法律により禁止されている性質を含んでいるかだけではなく、商標の本質的な識別

性についての審査が行われる。 

 

審査の結果、例えば指定商品の補正などの指示があった場合は、出願人は登録

官の指示通知受領後 60 日以内（延期不可）に応答しなければならない。 

 

出願人が指示に同意できない場合は、前記期限までに商標委員会（the 

Trademark Board）に対して審判を請求する権利を有する。 

 

期限内に登録官の指示に応答せず、また、審判請求も行わない場合は、自動的

に出願が却下される。 

 

当該出願について登録が認められる場合、あるいは出願人が登録官の指示に完

全に応じた場合は、出願は、異議申立のために公報に 60 日間公告される。 
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この期間に何人からも異議申立がされない場合は商標登録されることとなり、

出願人に対して登録料の納付を求める通知が発せられる。登録料は通知受領後 60 日

以内（延期不可）に支払うことが必要であり、登録料を納付しない場合、出願は却

下される。 

 

1.2.2）商標登録官による正式な拒絶通知／審判請求 

 

審査の結果、識別性の欠如を含む拒絶理由により出願が拒絶された場合、出

願人は、拒絶通知を受領後 60 日以内（延期不可）に、商標委員会に審判を請求する

権利を有する。 

 

この期間に審判請求を行わない場合は、出願は自動的に却下される。商標委

員会が登録官による拒絶を維持し出願を却下した場合、出願人は知的財産及び国際

取引中央裁判所に提訴することが可能である。 

  

1.2.3）異議申立／答弁／審判請求／提訴 

 

60 日間の出願公告期間内に、何人も商標登録官に対して異議申立書を提出し

て異議申立をする権利を有する（異議申立期間の延期不可）。 

 

異議申立が行われた場合、出願人は異議申立の通知を受領した日から 60 日以

内に答弁書を提出できる。答弁書を提出しない場合、出願は放棄したものとみなさ

れる。 

 

登録官による異議申立の決定が下された場合、決定に不服のある者は決定通

知の受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に審判を請求できる。 

 

商標委員会の決定が下された場合に、決定に不服のある者は決定通知の受領後

90 日以内（延期不可）に提訴できる。 

 

以下の審査手続のフローチャート参照 
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２）商標の識別性に関する関連法規 

 

2.1) 商標法 

  

 登録及び商標の保護、並びに審査手続については商標法（B.E.2559 No.3)及び省令（B.E. 

2560 No. 5) によって規定されており、商標の識別性については、商標法第 7 条に規定

されている。 

 

商標法第 7 条第 1 項では、登録のための識別性について規定されており、当該商

標が、使用されている商品と他の商品とを識別可能なものでなければならないならな

いと規定されている。 

 

商標法第 7 条第 2 項では、以下の基本的特徴の何れかを有している又はそれによ

って構成されている商標は識別性を有するとみなすと規定されている。 

 

(1) 個人名、通常の表記によらない自然人の姓、法人の正式名称であって当該

事項に関する法律に従っているもの又は特別な態様で表示されている商号

であって、商品の特徴又は品質に直接の関連がないもの 

(2)語又は語句であって、商品の特徴又は品質に直接の関連がなく、かつ、大臣

によって定められている地理的表示でないもの  
(3)創作された語 

(4)装飾化された文字又は数字  

(5)特別な様式で表示されている色彩の組み合せ 

(6)出願人又はその事業の前任者の署名又は他人の署名であってその許可を得て

いるもの 

(7)出願人の表示、許可を得ている他人の表示、故人の場合にはその直系尊属、

直系卑属及び配偶者がいる場合にはその許可を得ている表示 

(8)創作した図案 

(9)商品の特徴又は品質に直接の関連がない画像、あるいは大臣が定める地図あ

るいは地理的位置の画像ではないもの  
(10)商品の自然な形態ではない形状、あるいは商品の技術的な結果を得るため

に必要ではない形状又は商品に価値を与えるためのものではない形状 

(11)商品の特徴又は品質と直接の関連がない音、あるいは商品の自然の音では

ない音又は商品の機能から生じるものではない音 
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３）商標の識別性に関するガイドライン 

 

  (i) 「個人名、自然人の姓、法人の正式名称」 

識別性を有するとされるには、著名人の名前は特別な態様で表示されなければな

らない。一方、法人の名称も法人の状態を付した特別な態様で表示（例えば、“Kabushiki 

Kaisha” 、“K.K.”、“Co., Ltd.”など）されなければならない。 

（例） 

 この商標は、特別な態様で表示されていない

通常の態様で表された自然人の人名又は姓で

あるため識別性を欠くとして拒絶された。1 

VALENTINO 
この商標は、特別な態様とする必要がない識

別性を有する商標であると最高裁で判断され

た。2 

Airwater 
(Applicant’s name: Air Water Inc.) 

この商標は、法人の正式名称ではなく特別な

態様とする必要がない識別性を有する商標で

あると最高裁で判断された3.   

 

この商標は特別な態様とすることが必要な法

人の正式名称であり、十分に特別な態様とさ

れていないため識別性を欠くと最高裁で判断

された4 

 

(ii) 「語又は語句」 

識別性を有するとされるには、語又は語句は、商品の特徴又は品質に直接の関連

がないことが必要である。また、大臣によって定められている地理的表示でないこと

も必要である。 

 

現在の商標登録官及び商標委員会の審査基準及び審査実務によれば、語又は語句

の意味の間接的な表示を有する商標も「記述的」と判断され得る。しかし、裁判所は

よりリベラルなマインドを有するため、商標全体あるいは「結合商標」として判断す

る。 

 

 
1  Application No. 874086  
2  Judgment of Supreme Court No. 6616/2560  
3  Judgment of Supreme Court No. 2988/2561  
4  Judgment of Supreme Court No. 8405/2554  
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以下の商標は商標委員会において記述的とされて拒絶されたものの、最高裁で登

録が認められたものである。 

 

     

        5 

 (iii)「地理的名称」 

「地理的名称」については、商務相（省令）により以下の通り規定されている。
6 

 

“地理的名称” 

(カテゴリー1) 

国名, 国家グループ名, 国家と同様の特徴を有

する地域又は自治区の名称、 大陸名、州名、行

政区域名、首都名、大洋名 

“その他の地理的名称” 

(カテゴリー2) 

特別な地方の自治区・半島・海洋・湾・島・湖・

山・川・省あるいは県・港・区・道路などの名称 

 

カテゴリー1 の地理的名称は、タイの公衆に広く知られているか否かにかかわら

ず識別性を欠くとされる。カテゴリー2 のその他の地理的名称は、タイの公衆に広く

知られている場合に識別性を欠くとされる。   

（例） 

 

「Washington」は地理的名称として識別性を欠くとされた

が、 

使用による識別性の取得により登録された。7 

 

地理的名称は、正式な名称に限定されず、その略称、従前の名称、及び通称も含

まれる。例えば、「BKK(Bangkok の略称)、「Siam（タイの従前の名称）」や「Korad（タ

イの県の非公式な名称）」なども該当する。 

 
5 Judgment of Supreme Court No. 5448/2554, 2040/2552, 4676/2549, 3543/2545, 3549/2541, 1130/2559, 

15215/2558, and 15020/2558 
6  The Notification of the Commerce Minister on July 21, 2016 
7 Judgment of Supreme Court No. 5449/2549 
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(iv) 「創作した語」      

いかなる言語においても特定の意味を有さない語は、称呼できる場合であって

も創作した語とされ識別性を有するとされる。 

（例） 

“NUPAULI”, “POWRESI”, “VOFICTO”, “HAPVYO”, “XEROX”.   

    (v) 「文字／数字」 

「文字／数字」は装飾化されている場合は識別性を有するとされる場合がある。

現在の商標登録官及び商標委員会の審査基準によれば、1 文字及び 1 の数字のみなら

ず、2 以上の文字・数字からなる商標についても「十分に」装飾化されなければなら

ないとされている。 

裁判所は、識別性について、よりリベラルなマインドを有している。以下の商

標は商標中の文字がさほど装飾化されていないにもかかわらず、最高裁で登録が認め

られたものである。これらのケースでは、最高裁は商標がどのように創作されたのか、

具体的には、商標が出願人の法人名から創作されたと考えたものである。 

 

“ ”   “ ” and   “ ” 8 

 

    (vi) 「色彩の組み合わせ」 

色彩の組み合わせが識別性を有するためには、特別な態様で表現された色彩の

グループの態様でなければならない。 

（例） 

                      

   
  (vii)「人の署名」及び「人の表示」 

出願人の署名、出願人代理人の署名を含む「人の署名」及び「人の表示」は識別

性を有するとされる。 

    (viii)「創作した図案」 

創作した絵・図面」であって商品を示すものではないものは商標登録され得る。   
    (ix)「画像」 

 

 
8 Judgment of Supreme Court No. 9480/2552, 1426/2554 and 13879/2556 
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図面や写真などの画像では、商品そのものの画像ではなく、また、商品の特徴又

は品質と直接の関連がないことが必要である。また、画像は大臣が定める地図あるい

は地理的位置の画像ではないことが必要である。 

    （例）   

 

この商標は商品「被服」を指定商品として出願されたが、商標委員会において

拒絶された。 

     (x)「商品の形状（図形要素）」 

   商品の形状（図形要素）が識別性を有するためには、以下の要件を満たす必要

がある。 

    (1) 商品の自然な形態ではない形状 

             (2) 商品の技術的な結果を得るために必要ではない形状 

                       (3) 商品に価値を与えるためのものではない形状 

     (xi)「音」 

 音の商標が識別性を有するためには、以下の要件を満たす必要がある。 

    (1) 直接、品質などを記述するものではない音 

             (2) 商品の自然の音ではない音 

             (3) 商品の機能から生じるものではない音 

 

商標局によれば、識別性を有さない「音の商標」とは、例えば商品「衛生用

品」についての「トイレの水洗音」、商品「日用品」についての「牛の鳴き声」が該当

するとされている。識別性を有しない音の商標については、使用による識別性の取得

を証明することが可能である。 

 

４）タイ特有の制度・運用及び留意点（外国語からなる商標の取り扱い、商品の特徴

を表す標章等） 

 

日本語を含む外国語からなる商標は識別性を有するとされる可能性がある。出

願においては、商標に含まれる外国語の意味及び音を述べる必要がある。 

 

商標登録官は翻訳を示す証拠を求める場合があるが、通常、公証は不要である。

オンライン辞書も証拠として認められる。 
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商標登録官は、当該語の意味について、一般用語に関する辞書のみならず、関連

分野、例えば科学、医療、医薬品の辞書により当該語の意味をチェックし、また、例

えば地理的名称であるか、WHO に登録された医薬品国際名称と同一あるいは類似で

あるかもチェックする。 

 

外国語からなる商標とタイ語の商標は同じ方法で審査される。なお、タイ語あ

るいは英文字で表された商標であっても他の言語の音訳である場合は、その元の言語

として判断される。 

 

商品の特徴を表す商標は仮に図案化されていても識別性を有さないとされる。

例えば、シャツの図形や写真は商品「衣料」については商標として登録されない。9 

 

５）識別性に係る審査判断に対する反論手段 

 

5.1) 審査において拒絶を受けた場合の可能な反論手段 

 

 実務上は、指定商品の減縮補正あるいは記述的とされる商品を指定商品から削

除することで、記述的とする拒絶通知を解消することが可能である。 

 

補正は拒絶通知を受領後 60 日以内（延期不可）に提出する必要があるが、出願

人は、まず商標登録官の口頭による許可を求めておくことが賢明である。 

 

出願人は正式な通知を受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に対して審判

請求が可能である。この期間に審判請求を行わない場合は、出願は自動的に放棄した

ものとみなされる。 

 

商標委員会が登録官による拒絶を維持し出願を却下した場合、出願人は提訴する

ことが可能である。提訴後、検察官が代理人を務める被告（知的財産局）は裁判所に

答弁書を提出する権利を有する。 

 

知的財産及び国際取引中央裁判所の判決後、判決に不服の者は専門事案控訴裁判

所に控訴する権利を有するが、この段階では新たな証拠の提出は認められない。 

 

 
9 Trademark Board’s Decision No. 33/2559  
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特別控訴裁判所の判決後、判決に不服の者は最高裁判所に上告する権利を有する

が、上告は上告が受理されることが重要であり、上告の際には上告受理申立を提出し

なければならない。もし上告が受理された場合に、裁判所は審理日を通知しなければ

ならない。 

 

5.2) 使用による識別性の取得 

 

   本質的に識別性を欠く商標であっても、広範に販売あるいは宣伝広告された商

品に使用され、商務相が定める規則にしたがい規則に合致するものであることを証明

した場合は、識別性を有するとされる。 

 

   使用による識別性の取得についての基準は、以下の通り、省令により規定され

ている10 

 

(i)商標を付した商品・役務が相当期間に亘り継続して販売・流通・普及・宣伝

広告された結果、タイにおける一般公衆あるいは関連分野の公衆が当該商品・役務に

ついて他者の商品・役務と識別できるようになっていること 

(ii)商品・役務の販売・流通・普及・宣伝広告の結果、タイにおいて広く知られ

ている場合は、当該商品・役務についてのみ識別性を有するとされる。 

(iii)使用による識別性の取得を証明した商標が、出願した商標と同一であること 

 

5.3) 書証 

 

  省令では、使用による識別性の取得を証明するためには、出願人が保護を求める

商品・役務の販売・流通・普及・宣伝広告に関する以下の補強証拠を提出するよう示

唆している。 

i. 商品・役務の販売を示す領収書の写し 

ii. 商品・役務の広告宣伝費の支払いを示す領収書の写し  

iii. 商品・役務の引き渡しに関する書類の写し  

iv. 工場のライセンスの写し  

v. 媒体での宣伝広告の写し  

vi. 商品のサンプル  

vii. 宣誓書を含む他の補強証拠  

 
10 Notification of Ministry of Commerce pronounced on October 11, 2012 
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  また、補強証拠は少なくとも出願前 3 年分について提出することが望ましい。補

強証拠を提出する際には、商標の沿革、背景、使用の事実及び売上高、広告宣伝費な

どを含む宣誓書も提出すべきである。 

 

使用による識別性の取得は出願中及び識別性なしとされて拒絶された出願の審

判においても立証することが可能である。 

 

６）ディスクレーム制度 

 

商標中の識別性を有さない構成要素についての排他権のディスクレームは認め

られる。商標法第 17 条では「商標全体としては登録可能であると考えられるが、あ

る種の商品の取引で一般的な部分あるいは識別性を有さない部分を含む場合、その部

分についてディスクレームすれば登録できる」と規定されている。 

 

また、出願の際あるいは商標登録官からの正式な通知を受領後でも自発的にディ

スクレームを求めることが可能である。 

 

審査の結果、商標登録官が商標全体としては登録可能であるものの、登録できな

い要素を含んでいると判断した場合、商標登録官は出願人に対してディスクレームす

るよう求めなければならず、出願人は 60 日以内（延期不可）に応答する必要がある。

所定期間内に応答しない、あるいは審判請求を行わない場合、出願は自動的に却下さ

れる。 

 

商標委員会が商標登録官によるディスクレームの要求が誤りだと判断した場合、

商標登録官は当該出願を登録する。しかし、商標委員会がディスクレームを要求する

指示を行う場合、出願人は指示の受領後60日以内（延期不可）に応答する必要があり、

商標委員会の決定に不服がある場合、出願人は提訴する権利を有する。 

 

商標法第１７条に基づき、商標登録官はある種類・区分の商品の取引に関して一

般的なものとして以下の通り公表している。 

 

区分 商品 取引に関して一般的なもの 

3 石鹸、香料、精油、化粧品、

髪油、シャンプー、練り歯

磨き、タルカムパウダー 

女性、子供、花、花の名前、星、王冠 
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5 薬剤（人用） 行者、子供、看護師、蛇、ハヌマーン

（Hanuman：薬の成分に使用される植物

のタイ語の名称）、十字形にしたアルフ

ァベット・数字のポジショニング 

7 機械及び機械用具 歯車 

24 織物及び綿織物 「print」の言葉 

29 乳及び粉乳 子供、看護師、乳牛 

29 エビのペースト エビ 

30 魚醤 エビ、魚 

33 スピリッツ（蒸留酒） ラングール（Langur：東インドと南アジ

アの森にすむオナガザル科の約 20 種の

サルの総称で、かつて、その血液などが

人体を強固にするとしてスピリッツに使

用されていたため） 

34 たばこ にわとり、盾上の対の動物、球体上の対

の動物（過去に対の動物の絵がたばこに

一般的に使用されていたため） 

1-45 各区分のすべての商品・役

務 

ビジネスにおいて、商品あるいは役務と

共に一般的でそのまま使用される音 

 

例:  

 

最高裁は商標中のロブスターが魚醤の取引

において一般的なものではないと判断し

た11.” 

 

７）商標権の効力範囲及びフェアユース 

 

7.1) 商標権者に付与される権利は以下の通りである： 

- 登録商標を登録された商品について使用する独占権12 

- 登録商標の侵害に対して使用の阻止あるいは損害賠償を求める訴権13   

- 模倣品・模造品に対する経時的措置を取る権利  

 
11 Judgment of Supreme Court No. 4528/2553  
12 Section 44 of the Trademark Act  
13 Section 44 of the Trademark Act  
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- 例えば登録商標を商号の一部として使用することなどの悪意によるビジネ

スでの登録商標の使用を阻止する権利14 

 

7.2) フェアユース 

 

商標登録によっては、自己の名前・名字、事業を行っている場所の名前、その事

業の前任者が事業を行っていた場所の名前の善意による使用、あるいは善意による自

己の商品の特徴（性質）を記述する使用を妨げることはできない。15 

 

II. フィリピンの商標審査制度 

 

１）所管庁の概要、審査手続きのフロー 

 

1.1) 所管庁の概要 

 

商標登録出願は、フィリピン知的財産庁（the Intellectual Property Office of the 

Philippines：IPOPHL）によって判断・審査及び登録される。 

 

商標登録が拒絶された場合、長官室（the Office of the Director General：ODG）に

対して不服申立が可能である。 

 

1.2）審査手続のフロー 

 

1.2.1) 方式のチェック／実体審査 

 

出願が方式要件を満たす場合、実体審査が行われる。方式要件を満たさない場

合、当局は出願人に対して、通知発送日から 1 ヶ月以内に方式を満たすあるいは修正

することを求める通知を発する。この通知に対応しない場合、出願は取り下げたもの

とされる。 

 

   方式審査が完了した後、審査官は実体審査、特に、出願が登録要件を満たして

いるか、また登録すべきであるかについての審査を行う。出願が登録要件を満たして

いると判断された場合、知的財産庁は出願公告を行う。 

 
14 Judgment of the Supreme Court 2640/2550 K. Mikimoto & Co. Ltd. v Thai Mikomoto Export Co. Ltd. 
15 Section 47 of the Trademark Act  



 

77 

 

第 3 章 事例紹介及び考察 

 

I. タイにおける日本企業の商標に関する事例の紹介と考察 

 

1) 商標登録官による審査結果の事例 

 

出願番号 872717 

商 標 

 

詳細／決定 

 

この商標は、2012 年 11 月 30 日に川崎重工業株式会社が指定

商品「水ジェット推進艇；小型水上オートバイ；ボートなど」

について出願し、「JETSKI という語がボートの一種類の名前

であるため、商品の性質及び質を直接関連するものである」

という理由で記述的であるとして拒絶された。 

 

出願番号 170142667 

商標 

 

詳細／決定 

 

この商標は、2017 年 12 月 7 日に川崎重工業株式会社が指定

商品「ホバークラフト；船舶；個人用水上オートバイ；小型

水上オートバイ；船；ボートなど」について出願したが、「

JETSKI という語が小型モーターボートを意味するものであ

るため、商品の性質及び質に直接関連するものである」とい

う理由で記述的であるとして拒絶された。 

考察: 

上記出願は、1990年 5月 18日に出願され有効に存続する出願人の登録商標第

Kor115135 号 （指定商品：個人用水上オートバイ；小型水上オートバイ

；小型ボート）が存在する中で、拒絶された。 

一般的に、商標の意味についての商標登録官、商標委員会及び裁判所による

レビュー（再検討）においては、決定の際、辞書に記載の意味が市場で広く一般

的に使用されている意味よりも強調されるが、本件の場合、商標登録官はその

意味が公衆にも一般に知られていることを強調した。 
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考察するに、、裏に隠れた拒絶の理由は、「Jet Ski」という言葉が一般的な記

述になったということだと考える。他の国々と同様に、タイでは、一般の人々

、商標登録官でさえ「JetSki」という語が水上オートバイを記述するものである

ことをよく知っている。タイでは一般の人々が商標とは知らず、この種の商品を

「Jetski」と称呼している。 

 しかし、「XEROX」のケースとは少し異なる。タイの一般の人々は「XEROX

」を「コピーする」と同義で使用しているが、「XEROX」の商標出願が拒絶さ

れた記録はない。 

 

2) 商標委員会による審査結果の事例 

 

決定番号.  1162/2559 

出願番号 860916 

商標 

  
詳細／決定 この商標は、株式会社ドンクが指定商品「紅茶、コーヒー、

ココア、ケーキ、ビスケット、クラッカー、ワッフル、シャ

ーベット、アイスクリームなど」について出願したが、「

mini」と「one」の語が「小さい」「一つのもの、一切れ」を意

味し、全体として「小さい一切れ」を意味すると判断された。 

この商標が商品に使用された場合、商品が小さく、ピース状

の形状であると理解されるとして記述的な語であるとして拒

絶された。 

 

決定番号. 822/2553 

出願番号 713791 

商標 

 

詳細／決定 本件は日本語の商標に関する審査結果である。この商標は、

伊藤ハム株式会社が指定商品「ハム、ソーセージ、ベーコン

、肉製品など」について出願したが、商標全体が「最も美味

しい粗挽きウインナーソーセージ」の意味を有するとされ指

定商品に使用された場合は記述的な語であると判断された。 
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決定番号. 488/2555 

出願番号 752359 

商標 

 

詳細／決定 本件は、日本語をローマ字に音訳した商標の審査結果である。

この商標は、佐藤製薬株式会社が指定商品「ビタミンなど」

について出願したが、商標が全体として「白色から生じる美

しさ」の意味を有する日本語からの音訳であり、「最高」の意

味を有する「ハクビ」の称呼が生じる日本語「白眉」の音訳で

あるため、その商品に使用された場合、商品が「肌を白く輝

かせることができる最高のビタミン製品」であると理解させ

るため記述的な語であるとされた。 

 

決定番号. 1407/2559 

出願番号 884900 

商標 

 

詳細／決定 本件は、日本語の音訳に関する審査結果である。この商標は

亀田製菓株式会社が指定商品「キャンディー、パン、餅、お

せんべい」について出願したが、商標「OKOME」は「オコメ

」の称呼が生じ「米」の意味を有する日本語の「お米」の音訳

であるため、商品に使用された場合、商品が米から作られた

ものであるという認識を引き起こす可能性があると考えられ

るとして記述的な語であるとされた。 

 

決定番号. 985/2559 

出願番号 866469 

商標 

 

詳細／決定 本件は、創作された絵の審査結果である。この商標は株式会

社ヤマヒサが指定商品「ペットフード、ペット用の噛む菓子

」について出願したが、商標が商品に使用された場合に絵が

商品に関係するため公衆・ユーザーが審判請求人の他の商品

に使用されている商標と識別できないとされた。 
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決定番号. 1039/2559 

出願番号 834605 

商標 

 

詳細／決定 本件は記述的な語とロゴ化されていない文字の商標について

の審査結果である。この商標は、NEC インフォマテックシス

テムズ株式会社が指定商品「コンピュータ；コンピュータハ

ードウェア；コンピュータサーバー；コンピュータソフトウ

ェアなど」について出願したが、「THIN」の語が「スリム、

僅かな」の意味を有するため、商品に使用された場合商品が

スリムな外観を有すると理解されるとされ、その結果、商品

の性質を直接表すものであるとされた。また、「CLST」の文

字についてはロゴ化されていない大文字をつなげているもの

であるため、識別性を有しないとされた。 

 

決定番号. 401/2559 

出願番号 840469 

商標 

 

詳細／決定 本件は、記述的な語とロゴ化した文字についての審査結果で

ある。この商標は、NTT データが指定商品「データ処理機器；

コンピュータメモリ；ダウンロード可能な音楽ファイル；ダ

ウンロード可能な画像ファイルなど」について出願したが、

商標がロゴ化されていない大文字のローマ字「NTT」と、「情

報の収集；情報の分析；情報の保存；情報源」の意味を有する

語「DATA」をロゴ化した文字からなるため、商品に使用され

た場合「情報の保存；情報源」に関連する商品であると認識

され、したがって、記述的な語であるとされた。 

 

決定番号. 1734/2560 、 1735/2560 、 1736/2560 、 1737/2560 お よ び

1738/2560 

商標 
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詳細/ 

決定 

「７」は様式化されておらず、「７」は一般的な記述である

として商標委員会によって拒絶された。 

 

決定番号. 1696/2560 

出願番号 889095 

商標 

 

詳細／決定 川崎重工業株式会社が指定商品「モデリングペースト；ヘリ

オグラフィー用の修正インク；織物製ではない印刷用ブラン

ケット；印刷用タイプ；機械のアドレス用アドレスプレート

など」について出願し、「powering your potential」の語につい

ての独占権を求めたものである。 

「powering your potential の語は全体として「increasing of your 

capability or heightening your capability」の意味を有するため、

公衆あるいは需要者が商標を使用した商品と他者の商品を識

別することができない一般的な記述であるとされ、「powering 

your potentialの語についてはディスクレームが必要とされた。 

 

決定番号. 40/2561 

出願番号 891082 

商標 

 

詳細/ 

決定 

この商標は、タワーレコード株式会社が指定商品「書籍；雑

誌；楽譜；グリーティングカード；葉書など」について出願

し、「RECORDS」の語についての独占権を求めたものである。 

「RECORDS」の語は、商品に使用された場合「保存のために

記録する、恒久的なフォームにする」の意味を有するため、

商品の特徴や質を直接表示するものではないとされた。その

結果、「RECORDS」の語の使用について排他権を有しないデ

ィスクレームすることなく登録された。 
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3) 最高裁判所による審理の事例 

 

3.1) 最高裁判決（No. 8405/2554） 

 

本件は、商標法第 7項第 2項及び第 3項による記述的な語、法人名、使用による

識別性の取得についての事案である。 

 

(i) 背景 

本件は、日本グリース株式会社が、商標 について指

定商品を第 4 類「潤滑剤、切削油、研磨油」として出願した件（商標登録出願第

621348 号）及び指定商品を第 1 類「金型剥離剤、自動車産業向けの防腐剤など

」として出願した件（商標登録出願第 621347 号）、指定商品を第 2 類「錆止め

グリース及び錆止めオイル」として出願した件（商標登録出願第 624118 号）で

ある。 

 

(ii) 判決内容 

最高裁判所は、商標 はすべてローマの大文字で構成

された法人である原告のフルネームであると判断した。原告は、商標中の「EAS

」を基にした文字が相互につながり、「A」の文字は「-」がなく角を丸くしてデ

ザインした文字であると主張したが、裁判所は文字「EAS」のラインパターンを

僅かに修正するに過ぎないとした。原告は商標中の上記の文字が特別な態様で

あることを実証しなかったため、依然として一般的な大文字であるとされた。

全体像で見ると、原告の商標は大文字のローマ字のみを使用するシンボルであ

り、したがって、原告の商標は特別な態様で表示されていない原告の法人名で

しかないとされた。加えて、本件商標は「company limited」を意味する「CO., LTD」

の語を含んでおり、公衆は直ちに について商標とは認識

できず単なる商号であると認識すると判断され、その結果、本件商標は識別性を

有しないとされた。 

 さらに、商標が使用により識別性を取得したかについても検討され、原告は

、商標の所有者の商品とその他の者の商品を識別できるに至るまで本件商標は

潤滑油に使用されてきていることを証明し、そのため、
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が当該商品の製造者である法人名を示すもののみなら

ず商標でもあると主張した。 

 最高裁は、本件商標について使用により識別性を取得したとして、商品「潤

滑剤、切削油、研磨油」については登録を認める判決を下したが、商願第

621347号、商願第 624118号については使用により識別性を取得していることが

立証されていないとして出願を却下した。 

 

3.2) 最高裁判決（No.4867－4868/2554）  

 

本件は、商標法第 7 項第 2 項及び第 3 項による記述的な語及び創作した語の

装飾化した文字についての審理結果である。 

 

(i) 背景 

 本件は、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントが、商標

について指定商品を第 9 類「AV ケーブル、アンプ、電子楽器

用自動演奏プログラム、テレビジョン受信機専用のゲーム機器ほか」として出

願した件（商標登録出願第 609943 号）である。 

 

(ii) 判決内容 

最高裁は、「CELL」という語は、Microsoft Excel のスプレッドシート内の小

さな長方形の箱を表すだけでなく、「囚人が閉じ込められている小さな部屋、

ハニカム内の小さな中空スペース、生物の最小の構造と機能単位、化学エネル

ギーを電気に変えることができる装置などを意味する」と判断した。 

 「CELL」という語と「BROADBAND」という単語を組み合わせることにより

広範囲の周波数を使用した高容量伝送技術を意味し、「ENGINE」という語はエ

ネルギーを機械的な力と動きに変換する機械を意味するが、「楽器、調速機、

特別にデザインされたコンパクトディスクレコーダー、電子的ハードディスク

レコーダーまたは中央処理装置に使用されるキーボードに使用される自動化製

品」の性質のいかなる意味も伝えるものではないとし、また、文字 「B.E.」は、

創作され識別性を有する文字であるとされた。 

その結果、本件商標は、商標登録官及び商標委員会が決定したような語では

なく、商標全体を踏まえると識別性を有すると判断された。 
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 商標「CELL/BE」は製品の特性を直接示すものではなく、59 個ある指定商品

の取引で一般的に使用されているものでもないとして、最高裁は、原告の商標

が識別性を有すると判断した。 

 

3.3) 最高裁判決（No. 410546/2551） 

 

本件は、商標法第 7 項第 2 項及び 3 項による記述的な語及び装飾化した文字

についての審理結果である。 

 

(i) 背景 

本件は、株式会社 NTT ドコモが、商標 について、第 9 類「携

帯電話、携帯情報端末、コンピュータ、モデム、カーナビ機器、コンピュータ

ソフトウェア等」の商品・サービス（第 9、28、35、36、37、38、39、40、41、

42 類）について出願した件である（商標登録出願第 468588 号、468590 号から

468598 号）。 

 

(ii) 判決内容 

最高裁は、一般的な語であるかについて、「i」と「mode」という語が、通

常、商品の取引に使用される言葉ではなく、商品の特性や品質を直接表わすも

のでない場合は識別性を有し登録できると判断した。  

商品の特性や品質を直接表示する語であるためには、公衆が商品の特性と

品質を直ちに認識する程度まで商品の特性・品質と明確で密接に関連している

必要があるとした。換言すれば、当該語が商品の特性や品質を直接表す言葉と

して公衆が理解できるためには、慎重な思慮深さ（分別）はほとんど必要ないと

した。本件においては、「i-mode」は辞書には記載されていなかった。 

最高裁はまた、13 人すべての被告が「i」は通常のローマ字であり、辞書に

よれば「mode」という語は操作を開始した制御システムの状況・方法・スタイ

ル・様式の意味を有すると証言したが、公衆が直ちに指定商品等の特性や品質

を理解するものではないため「i-mode」は何らかの翻訳された語や指定商品等の

特性や品質を表す意味はないと判示した。 

さらに、「i-mode」という語は、公衆が指定商品等を想起するものではない

ため、商品の特性や品質を直接伝える説明や描写ではないとも判示した。 
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これは、商標が、操作を開始した制御システムの状況・方法・スタイル・

様式・コンピュータ・インターネットによる通信との関係を持つ必然性を有し

ないことを理由としたものである。 

したがって、「i」と「mode」の語は離れて見えるが指定商品等の意味を伝

えるものではないとして、商品の特性または品質を直接表わすものではないと

した。 

 

3.4) 最高裁判決（No.9240/2554） 

 

本件は、商標法第 7 条による具象化した構成要素についての審理結果である。 

 

(i) 背景 

本件は、本田技研工業株式会社が「商標 」について、第 7 類

「陸上の乗り物用・水用ポンプのものを除くエンジン」について出願した件で

ある（商標登録出願第 628750 号）。 

 

(ii) 判決内容 

  原告は、同じタイプの他の事業者の自動車エンジンと識別するために車の

エンジンを具象化したものであって 1983年から使用している識別性を有する色

彩を各部品に表し、他の自動車エンジンとは色彩が相違する構成要素を創作し

たという証拠を主張・提示した。 

しかし、最高裁は、原告のエンジンのイメージと他の事業者のエンジンのイ

メージを比較すると、エンジンの名前・商標が付されておらず異なる色彩が使

用されているとしても、一般のユーザーは依然として車のエンジン、名前・商

標がどの所有者に属しているかを識別することはできないと判断した。 

 さらに、異なる色彩の使用は、商品を具象化したものとみなすことができず

登録に不可欠な特徴を示すものでもないとし、そのため、原告の車のエンジン

そのものの特性は他人の車のエンジンと同じ特性を有し、特段優れた特長を有

していないとした。 

そして、一般公衆がエンジンを見る際には、この種の車のエンジンの特性に

ついて考えるだけであり、原告が独自の特徴を持っていると主張し長期間使用

されてきた色彩については、一般ユーザーが識別のために使用する可能性はあ
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るとした上で、本件商標において使用される色彩は商標の一部や商品を具象化

した要素ではないとした。 

 さらに、原告は「HONDA」という語をその車のエンジンに付しているが、リ

リースした車のエンジンの販売については「HONDA」という語を使用していな

いため、他者が原告のエンジンと類似するエンジンの製造をすることを専ら防

ぐ目的により他人の権利を不適切に制限するために出願したものであると考え

られるとし、また、本件商標は商標法第 7 条に規定する識別性を有しないと判

示した。 

 

コメント: 

 

A. 記述性についての審査では、商標登録官と商標委員会ともに、商標中の各語を

分離した構成要素として判断すると結論付けられる。また、意味を間接的に示

す用語（語）も記述的であると判断される可能性がある。  

 

しかし裁判所は、商標を全体として「結合商標」と把握し、拒絶するのではな

く登録を認める傾向がある。 

 

裁判所は、商標は全体として考えなければならないといういくつかの判決を

下し、商標を構成する語がいくつかの意味を持つ場合、商品を表す意味のみを

選択すべきではないとしている。  

 

また、裁判所は、商品の特性または品質を直接表していると考えられる言葉

は、商品の特性と品質と関連するか、あるいは、明らかに密接な関連があるこ

とが必要であるという判決を継続して示している。 

 

残念ながら、商標委員会に対して不服申立を行う出願については、その出願

に存在する事実が過去の判例とは相違するとの理由により、商標委員会は、過

去の判例を適用あるいは参照することを拒否している。 

 

B. 日本企業と現地（タイ）企業の商標は、両者の間で相違なく同じ基準で判断され

ている。 

 

C. 事業で使用するために商標を採択する際に留意し、注意すべき 2 つの重要な点

は以下の通りである。 
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(i) 識別性が強い商標（strong mark）でなければならない。すなわち、特に商

標登録官が登録を認めることに非常に厳格な国では、特に現地の法律や規

則に即した登録され得る識別性を有する商標でなければならない。 

 

タイにおけるプラクティスでは、商標登録官はしばしば行き過ぎた商標の

意味の解釈を行い、商標が商品の特性や品質を直接的に表すものでない場

合でも、通常、記述的なものとする。経験的には、商標登録官は指定商品

と商標の意味を過剰にリンクさせる傾向にある。 

(ii) 商標が十分に強く識別性を有する場合でも、出願人が適切な使用を行わな

かった場合、取引において一般名称となる可能性がある。 

 

II. フィリピンにおける事例の紹介と考察 

 

以下の知的財産庁（商標局）によるケースは、辞書での商標の意味が強調されたも

のである。 

 

A. 暗示的・記述的、または一般的な商標に関する知的財産庁の決定 

 

1) 日本たばこ産業株式会社 v.ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランド) リ

ミテッド事件 

商標"iCONTROL" (IPC No.14-2014-00489) 

 

本件のポイントは、出願人である日本たばこ産業株式会社が商標「

iCONTROL」を登録できるか否かである。 

異議申立人は、商標「iCONTROL」は製品の購入者が自らの手でコントロール

できるとの含意（connotation）を有するため、第 34 類の商品については一般的

あるいは記述的であると主張した。 

当局は、出願商標が「I」の文字と「CONTROL」の語の組み合わせであると

した上で登録を認めた。 

「I」は会話や記述する場合に「自ら」を表すものであり、一方

「CONTROL」は、「動作の指示・必要なことを行うこと・何かに対して力を持

つこと」を意味するため、商標の一部である「CONTROL」は何かに対して指

示すること、または権力を持つことを意味するが、タバコやタバコ製品につい

て必須の意味ではなく、また、製品を直接表わすものでもないと判断し、需要
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