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(i) この理由による取消請求を成功させるためには、優先する権利とともに、上述

した「商標が周知であること」を立証することが望ましい。 
 

Ⅱ．フィリピン 
 
1) 総論 

 

1.1) 所管庁の概要:  

1) すべての出願はフィリピン知的財産庁が管轄し、知的財産庁の決定について控訴裁

判所（Court of Appeal）への提訴及びその後最高裁判所への上告が可能である。 
 

1.2) 手続のフロー  
 

1.2.1) 知的財産庁での手続き 

出願が方式要件を満たす場合、審査官による登録要件についての審査が行われる。

出願が登録要件を満たしていないと判断された場合は拒絶されるが、出願人は応答ないし

は補正が可能であり、その場合、再審査に付される。 
出願が、方式・実体審査を通過した場合、異議申立及び冒認出願による登録から保

護を受ける機会を与えるため知的財産庁の E-Gazette に 30 日間公告される。 

 
異議申立がない場合、または異議申し立てが却下された場合は登録証が発行され、

登録証が発行されたことを公衆に知らせるため、E-Gazette に二度目の公告がされる。  

 

1.2.2) 決定に対する不服申立手続き 

 
(i) 審査官による決定に対する不服申立手続き 

 
拒絶に対しては、2 ケ月以内（2 ケ月の延期可能）に商標局長に対して不服申立を



 

 
14 

 

することが可能である。 
商標局長の決定に不服の場合、出願人は決定受領後 30 日以内（15 日の延期可能）

に長官室（ Office of the Director General：ODG）に不服申立が可能である。不服申立

があった場合、ODG は被不服申立人あるいは商標局長に対して受領後 30 日以内にコ

メントを提出するよう求める命令を発する。ODG の決定は最終であり受領後 15 日で

確定する。 
ODG の決定に対して不服の場合、出願人は控訴裁判所に対して再考を求めて提訴

できる。控訴裁判所の決定が最高裁の過去の判例に反する場合、再審請求が可能であ

る。 
控訴裁判所の判決に不服の場合、又は再審請求が拒否された場合、出願人は最高裁

への裁量上訴の申請が可能である。最高裁は最終審でありその決定は最終となる。 
 

(ii) フィリピン知的財産庁法務局（the Bureau of Legal Affairs (BLA)）による商標局長

の決定に対する不服申立 
 
不服申立がされた場合、局長は相手方に対して受領後 10 日以内にコメントを提

出するよう命令を発する。局長の決定に不服の場合、決定受領後 30 日以内に長官に

対して不服申立が可能である。 
決定に対して不服の場合、法によりその有効性のため又は裁判所・国の機関の関

連法にしたがって提出された新たな再審査を求める申請の拒絶に公告が必要とされ

ている場合は、裁定・判決・最終決定後又はその最後の公告後 15 日以内に再申請を

行うことが可能である。 
控訴裁判所の決定に不服の場合、または再審査の申請が拒否された場合、出願人

は最高裁に裁量上訴の申請が可能である。以下の審査手続のフローチャート参照。 
フィリピンにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート 
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第三者からの異議申立がなく、商標の登録が拒絶された場合の不服申立の手順は以下の通り。 

 

(a)異議申立あるいは(b)取消請求により不利な決定が下された場合の不服申立の手順は以

下の通り。 

 

出願

• フィリピン知的財産庁
への出願および出願費
用の支払いから手続き
が開始される。

審査（方式の
チェックおよ
び実体審査）

• 出願が方式要件を満たしてい
るかの審査。要件を満たして
いない場合はここで拒絶され
る。

電子商標公報
で公開

• 審 査 の 後 、 知 的 財 産 庁 の E-
Gazzette (電子商標公報)での公開に
ついて通知がなされる。第三者は
この段階で異議申立を行うことが
できる。

第三者からの
異議申立（も
しあれば）

• 第三者による異議申立が認
められる、あるいは、登録
が認められる。

商標登録

• 公開費用と登録料の
納付後に登録証が発
行される。

手続き終了

取消請求

商標審査官
知的財産庁

商標局長

知的財産庁

長官
控訴裁判所 最高裁判所

知的財産庁

法務局

知的財産庁

法務局長

知的財産庁

長官
控訴裁判所 最高裁判所
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2) 商標審査 
 

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶 
審査段階では、審査官は法定の要件を満たすか、ないしは法により登録できないか

のみを決定する。しかし、審査官は冒認についての情報に通じていないため、冒認出

願について拒絶することはできない。 
 

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等 
フィリピンでは冒認出願についての規定はない。しかし、審査官は実体審査のための

ASEAN 共通ガイドライン（ASEAN Common Guidelines for the Substantive Examination 
of the Trademarks）を使用している。ガイドラインでは、「冒認」は「出願人がその商

標の存在を知っており、その商標が誠実な先使用である他人のものであって登録に

ついて許可を得ていないもの」とされている。 
加えて、冒認出願については「不正の意図」が存在するとされている。冒認出願であ

るとの主張は、他人の同一または類似商標の先の創作・先使用・登録を知っていたこ

との証拠を提出して立証することが必要である。 

    
2.3) 冒認出願についての知的財産庁への情報提供制度 

冒認出願についての知的財産庁への情報提供は、制度としては存在しないものの、

対応可能なものとして「異議申立」及び「登録取消」の 2 つの方法がある。 
異議申立手続きでは、商標登録により損害を被ると考える何人も異議申立を行うこ

とができる。この場合、異議申立には異議申立の理由・求める救済などの基本的な

事実を含む必要があり、これが、第三者が冒認出願について知的財産庁に情報を提

供できる機会である。 
同様に、不正・冒認出願による取消請求については知的財産法及び規則に規定があ

り、異議申立と同様に冒認出願の主張・立証の内容について規定している。冒認出

願であるとする証拠の提出による冒認の主張は、通常、知的財産庁法務局によって

当該商標が混同のおそれがあるかを決定する際に考慮される。 
 

3) 冒認出願に対する異義申立・審判（無効審判、不使用取消審判等） 
 
3.1) 冒認出願に対する異義申立・取消審判の理由（知的財産法第 134条、第 151条） 
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各案件の事実に基づき判断されるため、冒認出願を主張するために必要な明確な理

由はない。 
 
さらに、法には、冒認と認める明確な表現もない。しかし、判決の研究によれば、冒

認の主張には通常、商標の同一または類似ということが表れている。これは、商標の

本当の所有者が真の所有者であることや先使用の証拠を示さなければならないこと

を意味している。 
 
3.2) 冒認出願と考えられる出願の種類 

 
フィリピンでは、冒認出願と考えられる出願の種類のリストはない。むしろ、冒認は

ケースバイケースで評価されるため、明確で固定化されたルールはない。しかし、以

下の要素が冒認であるかの決定の際に考慮される。 
 
i. 事前に出願人を知っていたこと 
ii. 当該商標が国際的・フィリピン国内で周知な商標と同一又は混同が生じるおそ

れがあるほど類似すること 
iii. 商標の由来について道理のある説明ができないこと 
iv. 出願人と商標の所有者の間に取引上の関係または実際の取引があること 
 

3.3) 外国でのみ周知な商標の保護 
登録の有無にかかわらず、国際的またはフィリピン国内において周知な商標のみが

知的財産法による保護を受け得るが、自動的に保護が受けられるものではない。 
第三者が外国で周知な商標を先に登録しようとした場合、周知商標の所有者はフィ

リピン国内で周知であること及び同一又は類似の商品・サービスに使用されるもの

であるとの立証が必要である。 
 

3.4) 異議申立手続き及び取消の概要及び留意点  
 

3.4.1)  異議申立 

 冒認出願に対する安全策として、知的財産庁の E-Gazette への公告日から 30 日以内

に異議申立ができる。 
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3.4.2) 知的財産庁法務局の決定に対する不服申立手続き 

 
異議申立がされた場合、出願人から答弁書が提出される。答弁書が提出された場合、

案件は規則により裁判外手続（Mandatory Alternative Dispute Resolution：ADR) に移行する。

ADR により解決しない場合や棄却された場合、ヒアリング／裁定の担当官が予備的委員

会の開催するよう命令を発する。 
 
予備的委員会の終了後、ヒアリング／裁定の担当官は命令発行後 10 日以内にそれぞ

れの意見を記した書類を提出するよう求める命令を発する。 
 
ヒアリング／裁定官は決定後 60 日以内に決定または最終命令を発する。 
法務局の決定に不服の場合、決定受領後 10 日以内に長官に対して不服申立が可能で

ある。 
 

3.4.3) 取消請求 

 
知的財産法第 151 条により、登録により損害を被ると考える何人も以下の通り取消

請求が可能である。 
1. 登録日から 5 年以内に取消請求できる。 
2. 登録商標が登録に係る商品・サ－ビス若しくはその一部について一般名称にな

っているか若しくは放棄されている場合、不正に若しくは法の規定に反して登

録された場合又は商標権者若しくはその承諾により登録商標が商品・サ－ビス

の出所について虚偽的に使用されている場合は、いつでも取消請求できる。 
3. 商標権者が正当な理由なく 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該商標を使

用していない又は使用許諾によりフィリピンにおいて使用させなかった場合は、

いつでも取消請求できる。 
 

3.4.4) 取消についての不服申立手続き 
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商標登録により損害を被ると考える何人も、知的財産庁に対して取消請求が可能で

ある。取消請求は知的財産庁法務局に申請することも可能である。取消請求の決定に不服

の場合の手続きは異議申立についての手続きと同じである。 
 

Ⅲ．マレーシア 
 
1) 総論 

 
1.1) 所管庁の概要 

 
マレーシアにおける商標登録は、マレーシア国内取引・消費者省下の機関であるマレ

ーシア知的財産公社（Intellectual Property Corporation of Malaysia：MyIPO）が管轄し

ている。商標権を行使するには、商標権者は高等裁判所で商標権侵害手続きをとる必

要がある。高等裁判所は商標登録官の決定に対する不服申立も処理する。 
 

1.2) 手続のフロー  

 
商標出願については商標法第 25 条及び商標規則第 18 条から第 29 条に規定されてい

る。 
 

1.2.1) 方式のチェック／調査及び審査   

 
 出願が法定の要件を満たしているかの方式審査が最初に行われる。要件を満たさ

ない場合、登録官は 2 か月以内に補正を行うよう出願人に求める方式に関する局通

知を発する。 
 
真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、優先権主張を伴う場合は優先権証

明書、ローマ字以外の外国の文字・マレー語あるいは英語以外の言語についての認証

した音訳及び翻訳については、出願日から 12 ヶ月以内に提出する必要がある。12 ヶ

月以内に要件を満たさない場合、出願は不十分であり放棄したものとみなされる。 
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II.  フィリピン 

 
日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミ

ングは以下の通りである。 
 

1) Toyoda Gosei Co., Ltd. v. JRD Dynamics Co. (IPC NO. 14-2011-00440)  

裁判所：知的財産庁（法務局） 
 

請求人商標 被請求人商標 

 
 

 
事案の概要 

 請求人である Toyoda Gosei Co. が被請求人 JRD Dynamics Co.の登録商標に対して

冒認（悪意）による登録であることを理由に取消請求したものであり、取消が認めら

れた。 
 
決定の概要 
・両商標が「TG」の文字を含んでいることは明白である。請求人の商標は六角形の

内側に「TG」の文字を含み、被請求人の商標は長方形の中に「TOYODA GOSEI」の

文字とその上に「TG」の文字を配してなる。 
・この商標の相違により、請求人及び被請求人の商標は混同を生じるほど類似して

いないと考えられる。 
・しかし、記録によれば被請求人の商標にある「TOYODA GOSEI」の文字は請求人

の商号である。 
・本件のポイントは、被請求人がその商標としてどのように「toyoda gosei」を思いつ

いたかの説明ができるかということである。そのような説明がない場合、被請求人

が、故意に、悪意によって請求人の商号をコピーしたとする以外の結論はない。 
・被請求人は請求人の事業と類似ないしは関連する事業を行っており、請求人及び
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商標「TG」を使用した商品を知っていた、あるいは熟知していたはずである。公開

法廷で、請求人は 1973 年に商号「TOYODA GOSEI」の商号を先に採択したことを立

証した。また、商号「TOYODA GOSEI」は請求人の子会社・関係会社も採択したも

のである。 
・したがって、同社は商号の使用について独占排他権を有している。 
・他人の名称についての権利を取得してその名称の下で自らのビジネスを行うこと、

及び、他人と同じ名称あるいは僅かに変更した名称を採択することによって当該名

称についての評判を得ている企業のものを取り扱っていると信じるよう公衆を誘導

する方法は、当該企業に対する詐欺的行為（fraud）であるとする理論による権利が生

じる。 
・商標「TOYODA GOSEI＋図形」からなる商標を被請求人が継続して使用・登録

することは知的財産法第 165 条に反するものであり、請求人の利益を損なうもので

ある。 
 

出願のタイミング 
 
被請求人のフィリピンにおける出願商標 
 

商標 出願番号 出願日 
商品 / 役務 

 

42008-007747 
30 Jun 2008 自動車補用部品および自動二輪補

用部品または付属品の卸売および

小売り業者向け貿易業（区分 35） 
 
請求人のフィリピンにおける登録商標 
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 

42004-012161 
23 Dec 2004 機関車、自動車、自動車用泥除

け、生および半加工ゴム、および

その他（区分 12 および 17） 

 

42004-012162 
23 Dec 2004 機関車、自動車、自動車用泥除

け、生および半加工ゴム、および

その他（区分 12 および 17） 
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請求人の日本における登録商標 
 

商標 登録番号 出願日 
商品 / 役務 

 

6172377 16 Aug 2019 当せん金付証票の発売，技芸・スポ

ーツ又は知識の教授，セミナーの企

画・運営又は開催ほか（区分 41） 

 

4868394 June 3 2005 荷役用索道，カーダンパー，カープ

ッシャー，カープラー，牽引車，陸

上の乗物用の動力機械（その部品を

除く。）ほか（区分 12） 
 

2) Denso Corporation v. Pyrakam Corporation (IPC no. 14-2012-00485) 

裁判所：知的財産庁（法務局） 
 

請求人商標 被請求人商標 

  

 
概要 
本件は、先登録商標と同一又は極めて類似する商標を出願することにより先登録商

標の信用（goodwill）を利用する意図を有する出願に関するものである。 
 

決定の概要 
・本件における両商標を一見すると、異議申立の被請求人の商標の一部を請求人の

文字商標が構成している。被請求人の商標には「TOKAI」の文字が含まれているが、

「DENSO」の文字は依然として需要者に混同を生じさせる可能性がある際立った印

象を有する。 
・請求人が被請求人の商品と同じラインの商品を手掛けていることを考慮すると混

同を生じるほど類似していることは明らかである。 

・知的財産法第 123.1(d)によれば、他の所有者に帰属する登録商標又は先の出願日若
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しくは優先日を有する商標と同一であり、且つ、(i)同一の商品又はサ－ビス(ii)密接に

関連する商品又はサ－ビス(iii)欺瞞するか若しくは混同を生じさせるおそれがある

程類似している場合は登録できないとされている。 
・確かに、ある人物が商標を選択する際の分野については実際には制限はないが、そ

の他の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は数百万通

りの文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する

商標による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又

は極めて類似する商標を考えつくかということである。 
 
出願のタイミング 
 
被請求人のフィリピンにおける出願商標 
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 
42011014370 2 Dec 2011 自動二輪用電球、自動

二輪用鋼管部品、およ

びその他（区分 11 およ

び 12） 
 
請求人のフィリピンにおける登録商標  
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 

42002008770 11 Oct 2002 エンジン不凍剤、電気スイッ

チ、燃料メーター、および計

器、乗り物用空調機、それら

の付属品、およびその他を含

む複数区分 
 
請求人の日本における登録商標  
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商標 登録番号 登録日 
商品 / 役務 

 

4661426  11 Apr 2003 金属加工機械器具，鉱山機械器具，

セラミック加工機械器具、建設工

事、建築工事に関する助言その他

を含む複数区分 
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3)  Nikon Corporation v. Alfra Steel Industrial Incorporated (IPC no. 14-2012-00555) 

裁判所：知的財産庁（法務局） 
 

請求人商標 被請求人商標 

 
 

 
概要 
本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異

議申立を認めたものである。 
決定の概要 
・被請求人商標においては、「NIKON」の語が被請求人商標の最も際立った構成要素

である。 
・「NIKON」は請求人商標「NIKON」と外観・称呼が極めて近似している。 
・知的財産法では、問題とされる商標が実際の誤認・混同を生じさせるほど同一であ

ることを要件としていない。両商標の類似性が、古いブランドの購入者が新しいブラ

ンドについて古いブランドと誤認するおそれ・可能性があるということで足り、実際

の混同までは必要とせず混同が可能性があることで十分である。 
・また、記録によれば、被請求人の商標が出願された 2012 年 2 月 7 日の時点で、請

求人は、それよりほぼ 38 年も古い 1974 年の優先権を主張して 1981 年 8 月 4 日に登

録された商標「NIKON」を有していた。 

・当事者系の案件である No. 14-2009-0171 において、法務局は「商標，サービスマー

ク，商号及びマーキングされた容器に関する規則」の第 102 条により、請求人の商標

「Nikon」は周知であると決定している。 
・そのため、本件での請求人のように、フィリピンで登録されている周知商標の所有

者は、登録された周知商標の商品・サービスと非類似又は関係しない商品についても

混同を生じるほど類似する商標の登録を禁止することができる。 
 
出願のタイミング 
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被請求人のフィリピンにおける出願商標 
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 
4-2012-001429 

7 Feb 2012 金属パイプ（区分 6） 

 
請求人のフィリピンにおける登録商標  
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 
029680 21 Feb 1977 物理的および科学的装置および器具

（電子機械および装置の類に属するも

の以外）（区分 9） 
 
請求人の日本における登録商標  
 

商標 登録番号 登録日 商品 

 
4637426 17 Jan 2003 ウェーハ研磨機、液晶ディスプレイ製

造装置、理化学機械器具，測定機械器

具、医療用機械器具ほか（区分 7、9、
および 10） 

 

4) Daiso Industries Co., Ltd., v. Ma. Olivia D. Tan (IPCNo.14-2012-00365) 

知的財産庁（法務局） 
 

請求人商標 被請求人商標 

  
 
概要 

   本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異

議申立を認めたものである。 
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決定の概要 
・請求人は商標「DAISO」の発案者であり、様々な消費財を販売する小売店、フラン

チャイズ展開、フランチャイジーのための事業の支援・管理を主とするサービスに商

標を使用していることを立証した。 
・実際に、請求人は「DAISO」を商標のみならず商号でも使用してきている。 
・簡潔に言えば、ある人物が商標を選択する際の分野は実際には制限はない。その他

の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は、数百万通りの

文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する商標

による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又は極

めて類似する商標を考えつくかということである。 
 
出願のタイミング 
 
被請求人のフィリピンにおける出願商標 
 

商標 出願番号 出願日 
商品 / 役務 

 
4-2012-

002507 

29 Feb 2012 家庭用品の小売店または

オンラインストア業務（区

分 35） 
 
請求人のフィリピンにおける登録商標 
 

商標 出願番号 出願日 
商品 / 役務 

 4-2008-001298 
1 Feb 2008 販売促進支援、小売店の設

立および/または運営に関

する技術支援提供をするフ

ランチャイズ業、およびそ

の他（区分 35） 

 

4-2014-008546 
8 Jul 2014 獣医分野または保健衛生に

関連する製品、乳製品、茶、

コーヒー、ココア、菓子、
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魚釣用餌、日本酒（全般）

洋酒（全般）およびその他

を含む複数の区分  

 4-2013-012889 
24 Oct 2013 販売促進支援、小売店の設

立および/または運営に関

する技術支援提供業務、お

よびその他（区分 35） 
DAISO 1229745 29 Jan 2014 ビジネス管理分析、あるい

はビジネスコンサルティン

グ業務、およびその他を含

む複数の区分  
 
請求人の日本における登録商標  
 

商標 登録番号 登録日 商品 

 
5200639 30 Jan 2009 衣料品・飲食料品及び生活用品に

係る各種商品を一括して取り扱う

小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供（区

分 35） 

 
5226576 24 Apr 2009 電気コンセント・差し込みプラグ・

配電用または制御用の機械器具、

電線およびケーブルほかの小売又

は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供（区分 35） 

 

5270670 2 Oct 2009 被服・履物・カバン類および袋

物・身の回り品・食品保存用ガラ

ス瓶・エッグスライサー・スプー

ン・チーズスライサー・ピザカッ

ター・泡だて器ほかの小売又は卸

売の業務において行われる顧客に

対する便益の提供（区分 35） 
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5420517 24 Jun 2011 電池・電子応用機械器具およびそ

の部品・食器類・植物成長調整剤

類・化粧品・歯磨きおよび石鹸

類・絵の具・パレットナイフ・文

房具類・プラスチック製包装用資

材ほかの小売又は卸売業務におい

て行われる顧客に対する便益の提

供（区分 35） 
 

5) Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan, v. Richard Lim (IPC No.14-2010-00277)  

知的財産庁（法務局） 
 

請求人商標 被請求人商標 

 

 

 

 
概要 

    本件は、知的財産庁（法務局）に対して取消を求めたもので、周知商標に極めて

類似する他人の商標について取消を認めたものである。 
 
決定の概要 
・商標出願・登録が所有権を与えるものではない。 
・法は「登録された所有者」とは単に登録によって確証されるものではなく、登録は

所有権を推定するものであるとしている。 
・この所有権の推定は、商標の実際の、且つ、現実の証拠に取って代わられるもので

あり、TRIPS 協定による先行する権利を害するものでもない。 
・したがって、被請求人の商標「YOSHIMURA」についての登録証は登録が有効であ

ることの一応の推定を生むが、この推定は、取消請求人がその商標について先行する

権利を有することを立証することにより逆に否定され得る。 
・本件の記録では、被請求人が「YOSHIMURA」について出願したのは 2004 年 8 月

11 日で、登録されたのは、2007 年 2 月 5 日である。その時点では請求人は出願中又
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は登録済みの商標「YOSHIMURA」は保有していなかった。 
・そのため、被請求人と請求人の間では、被請求人が商標「YOSHIMURA」を先に採

択し使用しているように見える。 
・しかし、請求人は自らが商標「YOSHIMURA」の実際の所有者であり、先に採択・

使用していることを立証した。 
・請求人は、1993 年 4 月 28 日に登録された日本での商標登録の事実を提出し、被請

求人が使用・採択するよりも 11 年早い使用・採択の事実を提出した。 
・請求人の説明及び沿革によれば、「Yoshimura Motors」は 1954 年にオートバイのレ

ースやオートバイのチューニングを手掛ける「Pop Yoshimura」によって日本の福岡

で設立されており、商標「YOSHIMURA」は創業者の名前に由来する。そして数年の

時を経て、同社及び商標「YOSHIMURA」は、オートバイ及びオートバイ産業におい

て信用・名声を獲得している。 
・一方で、被請求人がどのようにして請求人の商標と同一又は類似する商標を考え

ついたかを示し、説明する記録はない。 
・したがって、説明することができない同一又は類似する商標を使用する行為は、被

請求人に、請求人商品の信用・名声に便乗するという詐欺的意図があった疑いがある

こととつながる。 
・さらに、被請求人は請求人と近似する又は関係するオートバイ用品の販売・小売を

行っているため、競業者のことや、需要者がどのようなオートバイの交換部品が好き

かを知っていると考えられる。 
・本件において、被請求人は類似する商標を使用するだけではなく実際に請求人の

商標と同一の商標をオートバイ、エンジン、部品に使用していた。このことは、被請

求人が請求人と同一の商標を請求人の信用及び名声に乗る意図を持って悪意（冒認）

で採択したことを示す事実を支持するものである。 
・簡潔に言えば、請求人の商標と同一又は混同を生じるほど類似する被請求人の商

標「YOSHIMURA」の登録は知的財産法に反するとされ、被請求人の登録商標が存続

することは請求人に損害と不利益を与えるとして、登録の取消が認められた。 
 
出願のタイミング 
 
被請求人のフィリピンにおける出願商標 
 

商標 出願番号 出願日/ 登録日 商品 
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4-2004-

007243 

11 Aug 2004 
5  Feb 2007  
 

チェーン、スプロケッ

ト、リム、リアクッショ

ン、タイヤ、コントロー

ルケーブル、バッテリー

など、自動二輪車用部品

および付属品（区分 12） 
 
請求人のフィリピンにおける登録商標  
 

商標 出願番号 出願日 商品 

 4-2009-500466 
21 Jul 2009 自動二輪車、自動二輪

車の構成部品および

部品、衣料品、履き物、

ヘッドギア、およびそ

の他（区分 12 および

25） 

 4-2009-500495 
30 Jul 2009 自動二輪車用マフラ

ー、衣料品、履き物お

よびヘッドギア（区分

7 および 25） 
 
請求人の日本における登録商標  
 

商標 登録番号 登録日 商品 

 
2526980 28 Apr 1993 オートバイの部品及

び附属品(区分 12） 

 

III. マレーシア 

 
日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイ

ミングは以下の通りである。 
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出願時の留意点は以下の通りである。 
(i) タイでの法律及びプラクティスと審査基準に基づき登録され得る識別性を有し

ていることを確認すること 
(ii) 商標がネガティブな意味、特にタイ語でネガティブな意味を有していないこと

を確認すること 
(iii) 商標が法により禁止されている特徴からならないこと又はその特徴を含んでい

ないことを確認すること 
(iv) 出願前に、出願する商標の登録の障害になると思われる他人の登録商標の有無

を調べる登録可能性についての事前調査を行うこと。調査は実際に興味のある

商品（該当する区分）と関連する分野の商品（関連する区分）で行うこと。 
 

商標調査は、商標局において、あるいは、DIP のウェブサイトでも行うことが

できる。 

https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf or 

https://bit.ly/2JBfUfN 

 
1.6) 冒認出願の監視 

出願が登録許可された後、商標公報に 60 日間公告され、何人も異議申立が可能であ

る。そのため、DIP のウェブサイト www.ipthailand.go.thに公告された冒認出願の監視

が可能である。月ごとの公報は以下のウェブサイトからダウンロード可能である。 

https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q004/index.jsf.    

 

II.    フィリピン 

 

1)   具体的対策 

 
1.1) 適時の商標出願及び登録 

 

https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2JBfUfN%3Ffbclid%3DIwAR3TKjnbj2nIG9aJ-q_yFUdJ8i6TrPrcsCxhMv2mCZdAZBPwi1kpQcm2fUg&h=AT3YwXiAq0XgftQCjyXPSwDfguDzKNJypmtbrlwkKiqpxs09yLKa3cZt3FDsFb8e8kNz26N1Izm4KZ9mER-l6A6Sbcbvy32ugJAIQ2gOLGYYtpnRvPAg3743-MpYyCHDMeY9X-G1Zuv_X1mfaG8rWKaOj24tFyb6FLcEh-OwKLa91nHVRqMzhT9H1p6tCnrFGljOpt1T9yzs6N0DtQWcidIGit2HmKm85YEZ9slfgc4jvy7uxIRRq1DSM1ZK2xJ5e6Lz2RYCo83jCrEDmSUJ0srn7wPLwc_XwfygYqgauIpCZmqb2JSv6j6wdUp4ZQ_A1rNsEuAI2I2hv0Oyuhn5HJIPBDz9_91psaM5IjV9HA9IBC77FMU1hK2ImkSoowea4RvqJPCzGKTY0LcMDOVSAVFzOi4jILwZYl-SINxOsSZGVOl494vuocSaxiYgS_x_yaaY5GZyVGDdWmQI44ucJE3pd9EI5b3SdyhDUr9I4HQTlj-93WQxWp97u4ZlZIq0q4UHHGDvQ5mAChgslgi-BljLvFQGnxyOCwcjQdJl_WMIPt17L97W6CKl-NXMojNrGD0vrCm303bY2tpJEtinq30XJRj7k8XP8LLHZ36nMU4FFgothudIHHqt5WH296nxKOtV4RUIrb_PrcTa9GJiKCYgAaTml7jSENPMs1P7kLM
http://www.ipthailand.go.th/
https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q004/index.jsf
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フィリピンは一般に先願主義を採択している。したがって、可能な限り早く出願すべ

きである。 
 

国際登録商標については、知的財産法第 123.1 条(e),(f)により周知商標に保護を付与

しているが、ナショナルルートでの出願を行うことがベストである。フィリピンで周

知商標であると認められるためには、商標が国際的に周知であることのみならず、フ

ィリピンでも周知であることの立証が必要だからである。 
 

1.2) 出願に必要な情報 
 
出願には以下のものを含む必要がある。 

(i) 出願人名・住所・国籍及びその他の連絡先 
(ii) 商標見本  
(iii) 商標又はその一部の音訳又は翻訳 
(iv) ニース協定による区分ごとの登録を求める商品・サービス名 
 

1.3) 登録料 
 
出願から登録証取得までの平均的な費用は、US$700～800 である。 

 
1.4) 平均的な審査期間  

 
出願から登録証発行までの平均的な期間は、約 7 か月から 9 ヶ月である。 

 
1.5) 出願時の留意点 

 
出願に必要な情報が誤りなく正確であることを確認することである。 

 
1.6) 冒認出願の監視 

 
能力があり経験豊富な法律事務所に、出願前に調査を依頼することである。このこと

が、先願・先登録であって同一又は混同を生じるほど類似する商標の有無を監視する

ことになる。 
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- 裁判所（第一審）への取消請求 約 US$8,000 - 15,000 

 
 
 

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法 
 
上述した通り、タイの商標法では「冒認（悪意）」についての定義がなく、冒認（悪

意）出願についての法律・規則もない。したがって、冒認出願・登録に対して異

議申立及び取消請求を行うためには、周知商標と類似するとの理由及び優先する

権原を有することを根拠とする必要がある。 
 
そのため、冒認出願日以前に優先する権原を有していること及び周知商標となっ

ていることの証拠の収集・提出が必ず必要である。 
 
不使用を理由とする取消請求を行う場合は、信頼できる機関による不使用の調査

を行うことを勧める。 
 

2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法 

 
要求に応じることは最も簡単な方法である。しかし、実際の所有者は、自己の商

標について優先する権原を有していること又はタイにおいて周知性を取得してい

ることの立証が充分にできない場合のみ、要求に応じるべきである。ただし、実

際の所有者は、買取の対価と法的手段を取る場合の費用を比較すべきである。 
 

II.  フィリピン 

 
1) 冒認出願に対し取り得る法的手段 

登録が冒認の場合、以下の法的手段を取ることが考えられる。 
a. 行政的手段：登録取消の請求 
b. 損害の主張を伴う刑事的手段：損害の主張を伴う商標権侵害の主張又は損害

の主張を伴う不正競争の主張 
その他の救済手段として以下のものがある。 
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• 損害賠償請求（民事）：冒認出願による悪意及び詐欺的行為により阻まれ

た実際の所有者が得ることができた妥当な利益返還要求 
• 民事的又は刑事的手段において、欺瞞又は悪意についての実際の意図があ

った場合は二倍の損害賠償請求 
• 販売を証明する書類の没収 
• 侵害品の廃棄 
• 侵害している商標の撤去 
• 差止 
 

2) 実務上の留意点 
 

2.1) 代理人の選任 
 
上記の法的手段を取る場合の代理人を選任するには、知的財産法では、公証及び

領事認証を行った委任状及びセクレタリーズ サーティフィケイト：会社秘書役の

承認）又は取締役会の決議が必要となる。 
 

2.2) 費用の相場 
 
冒認出願に対する法的手段を取る場合の費用は以下の通りである。 
(i) 異議申立 － 代理人費用が約 US$4,000 から US$8,000（知的財産庁法務局

レベル） 
(ii) 取消請求 － 代理人費用が約 US$4,000 から US$8,000（知的財産庁法務局

レベル） 
 

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法 
 
以下の方法が考えられる。 

1.  知的財産庁のデータベースにより類似商標調査を行うこと 

2.  同一又は混同を生じるほど類似する商標についての所有者、沿革、使用状況、

商品・サービスの販売に関するインターネット検索による情報収集を行うこ

と 

3.  企業の登録内容及び実際にフィリピンに存在する場合は財務状況について

の証券取引委員会への問い合わせを行うこと。また、住所がわかる場合は、
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フィリピンで実際に事業を行っているか、実際に商標を使用しているかを調

べる企業調査を実施すること 

4.  実際に商品を購入し商標の使用証拠としての領収書を入手すること 

 
2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法 

 
この要求を受けた場合、実際の所有者は拒否すべきである。実際の所有者が先

使用及び冒認出願に係る商標が模倣であること、どのようにして当該商標を創作

したかの説明がないことを立証さえすれば、勝算が高いためである。 
 
出願人がその出願日以前に商標を知っていたことを立証することが重要である。 

III.  マレーシア 

 
１） 冒認出願に対し取り得る法的手段 

 
(a) 冒認出願の出願人に対して自発的な出願取下げを求める通知を送ること。冒

認出願がすでに登録されている場合は、裁判所に取消請求を行うことや登録

商標の譲渡の交渉を行う前に自発的な取消を求める書信を送ること 
(b) 高等裁判所に冒認による登録の更生／取消請求を行うこと 

 
2) 実務上の留意点 

 
2.1) 代理人の選任  

 
(i) 異議申立を行う場合、異議申立人は商標代理人を選任する必要がある。 
(ii) 高等裁判所に無効・取消を請求する場合、マレーシアの弁護士のみが依頼者

に代わって裁判所での出廷・手続が可能であるため、原告はマレーシアの弁

護士を選任する必要がある。 
(iii) 原告は弁護士選任についてのシンプルな保証書に署名が必要である。保証書

は弁護士と依頼者間のものであり裁判所に提出する必要はないが、全ての裁

判所提出書類は当該弁護士が依頼者のために活動する旨を記載する。 
 

2.2) 費用の相場 
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