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台湾商標法の現状及び審査実例 
 

台湾国際専利法律事務所 
商標部 部長 陳前呈 

 
1. 現状 

台湾の現行商標法は2003年11月28日施行されたものであり、今回の商標法において①一出願

多区分制度の導入、②更新時の実体審査、使用証拠のチェックの廃止、③連合・防護商標制度の廃

止、④商標権付与後の異議申立制度への移行、⑤著名商標の保護のために不正目的により商標登録

出願の排除、⑥立体、音声商標制度の導入等数多くの新しい措施を講じたことになる。現行商標法

の施行に伴い、商標に関する手続きの簡素化及び利用者のニーズに応えることになり、商標制度の

運用は一層活発な現状が生じたことであり、ここ２～３年来の商標出願件数は著しい増加という現

状が観察される。 
 

1-1新規出願統計表 
 

年分 2002 2003 2004 2005 2006 
件数 61,729 65,907 61,667 63,580 65,457 

 
1-2出願国別統計表 
 

 台 湾 日 本 アメリカ 欧州諸国 その他 合 計 

2001 41,299 4,272 5,296 5,906 2,385 59,158 
2002 45,403 4,084 4,569 4,959 2,714 61,729 
2003 48,878 3,974 4,958 5,101 2,996 65,907 
2004 48,613 2,820 3,919 3,757 2,558 61,667 
2005 50,263 2,868 3,709 3,876 2,864 63,580 
合 計 234,456 18,018 22,451 23,599 13,517 312,041 

 
台湾企業の出願約75％、外国企業の出願約25％。 
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1-2出願類別統計表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第35、9、5、3類の商品／役務区分には出願件数が多い。 

※一出願に当たり約1.2区分を指定することになる。 
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2.  出願商標の態様 
2-1音声・立体商標は登録可能 

商標法第5条第1項「商標は、文字、図形、記号、色彩、音声、立体形状又はその組み合わせに

より構成することができる。」が明記されていることになり、知的財産局には立体、音声等商標を

審査するため、2004年6月10日に「立体、着色及び音声商標の審査基準」（添付資料一）を作成し、

2004年7月1日より施行となる。 
 

2-2商標の態様は下記の例のように、幾つに分けられる： 
(1) 文字：単なる識別可能の漢字、外語を商標見本とする態様。例えば： 

◎登録第1164743号“ ”商標 

◎登録第1163669号“ ”商標 
(2) 図形：規則的な又は不規則的な線条、ブロックの結合に描かれた各種の平面図案である。例え

ば、人物、建築物、器物、自然景物、動植物等。 

◎登録第1163082号“ ”商標 
(3) 記号：例えば数字。 

◎登録第1164421号“ ”商標 
(4) 着色商標： 

従来の着色商標とは、「色彩の組み合わせ」のみを商標登録出願とし、「単一色」が含まれ

ていなかった。商標法の改正により、単一色が消費者にその商品又は役務の出所を認識させ

るに足り、且つ識別性を有するものであれば、商標登録の要件に該当するので、着色商標と

して登録出願することができる。本法にて称する着色商標とは、単独に色彩を商標態様とす

る商標であることを指す。 
着色商標の登録出願には、願書にその旨声明し、並びに当該着色及びそれに係る説明を明

記すべきである。商標見本の部分においては、虚線を以って実際に使用する指定商品又は役

務の方式、位置又は内容の態様を表示しなければならず、並びに虚線の部分は着色商標の一

部に含まれないことを声明する。 

◎登録第1158510号“ ”商標 
(5) 音声商標： 

商品又は役務の出所を区別するに足りる音声さえであれば、登録出願することができる。

その商標見本の表示方式には、1）楽譜によって表現できるものは、楽譜を添付することがで

き、並びにその関連性を説明しなければならない。2）楽譜によって表現できないものは、文

字を以って記述することもできるとある。 

◎登録第1158019号“ ”商標 

◎登録第1135554号“ ”商標 

(6) 立体商標： 
商品又は役務の出所を区別するに足りる立体形状さえであれば、登録出願することができ、

それには商品の形状又はその包装容器等が含まれている。立体商標の登録出願には、願書に

その旨声明し、並びに立体形状の図形を表示し、且つそれに係る説明を為すべきである。即

ち、出願人は少なくとも立体形状の見本を一枚添付しなければならず、もし一枚の立体形状

の見本より、それが保護しようとする範囲を十分に表現することができなければ、立体形状

を明確に表現するために、同時に五枚以下の異なった角度の同一比例の図面又は見本を添付

することもできる。その他、商標見本において、権利を主張する部分は実線を以って表示す

べきであり、権利主張しない部分は虚線を以って表示し、且つ虚線の部分は専用しない旨声

明すべきである。 
もし平面商標として登録されたものを立体の方式によって使用する場合、立体商標の態様

を以って改めて登録出願しなければならない。 
 

◎登録第1134030号“ ”商標 



 台湾商標実務マニュアル 2008_ 台湾商標法の現状及び審査実例

 

 316

 
 

 

◎登録第1159333号“ ”商標 

   

 

◎登録第1166470、1161287、1161351、1161411、1166669号“ ”商標等 

 
 

 

◎出願第94025703、94025704号“ （彩色）”、“ ”商標 

   

 
 

2-3出願時に使用証明書の提出が不要 
商標法第2条「自己の商品又は役務であることを表彰するために商標権を取得しようとするもの

は、本法により登録出願しなければならない」上記の規定によれば、当国の商標法は登録後商標権

を与えることになり、即ち登録主義をとっている。出願時に別段出願人から使用証明書（宣誓書）

等書類の提出を要せず、使用意志があれば、いわゆる登録出願の手続きを行っていることにより使
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用意志があると認定される。 
 

2-4商品分類 
 日本と同様に国際分類（ニース協定第８類）を採用している。 
「商品の類似」の審査基準を導入しており、旧商標法施行細則第１５条第２項、第３項の規定

「類似商品は一般の社会通念、市場の取引状況により判断すると共に、当該商品の原料若しく

は材料、用途、機能、製造者、販売通路及び場所又は買取人等各種の関連要素をも参酌してこ

れを判断しなければならない。」、「類似役務は一般の社会通念、市場の取引状況によって判断す

ると共に、当該役務の性質、内容、提供者、販売通路及び場所又は対象等各種の関連要素をも

参酌して判断しなければならない。」が定めているため、主務官庁である知的財産局はそれに基

づいて1998年4月8日に「類似商品及び類似サービス審査基準」（添付資料二）を公表したことが

あり、又2002年1月1日に「商品及び役務近似検索参考資料」を作成し、対外的に頒布すること

になっている。上記の｢参考資料｣は目下審査実務上の商品類否の判断基準となるが、尚、取引

の実情、経済界の現状に即応して随時に修正することである。 
 

 指定商品の記載については原則として具体的な商品名が要求されている他、ヘディングの記載は

認められず受理されない現状にある。但し、商品の性質、内容等によって包括的な表現も一部

認められている。例えば、化粧品（第3類）、コンピュータソフト、コンピュータハードウェア

（第9類）、医療機器及び器具（第10類）、広告印刷物（第16類）、家具（第20類）という表現は

認められる。一方、文房具（第16類）、測定機械器具（第9類）、電子応用機械器具（第9類）、食

器（第21類）等の包括的表現は受理されない。上記包括的表現の他にも表示方法の制限はある。

商品によっては「部品」という表現が認められている。例えば「自動車及びその部品」、｢時計

及びその部品｣、｢カメラ及びその部品｣等の記載が受理されている。しかし「コンピュータ及び

その周辺設備」という表現は認められておらず、周辺設備については明確に列挙する必要があ

る。 
 

 商品の小売は役務（第35類）に含まれている。1998年4月20日に知的財産局に「小売りサービス

標章の登記審査要点」（添付資料三）を作成し、公布したことがある。 
総合性商品の小売り 

1. デパート 
2. スーパーマーケット 
3. コンビニエンスストア 
4. スーパー・ストア 
5. ショッピングセンター 

 
特定商品の小売り－明確な商品を記載することが要求されている。例えば： 

1. 農、畜、水産物の小売り 
2. 食品、飲料の小売り  
3. 布地、衣服、服飾品の小売り  
4. 家具及び架設品の小売り  
5. 金属及び家庭日常用品の小売り  
6. 化学製品の小売り  
7. 薬品、化学品の小売り  
8. 文教、娯楽用品の小売り  
9. 時計の小売り  
10. 眼鏡の小売り  
11. 建材の小売り  
12. 電気、電子、機械器具の小売り  
13. 蒸気機関車、自転車及びその部品、付属品の小売り  
14. 首飾りと貴金属の小売り  
15. 撮影機材の小売り 

 
2-5出願手続き 

 共同出願（添付資料四） 
2006年6月以降、共同出願という制度を導入したことになり、２人以上の出願人が共同して一つ

の商標権を取得することは認められる。 
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【登録実例】 
 

 

 

 

 

 
 登録出願には出願人の委任状を必要書類として要求しており、委任状の公証・認証は不要となっ

ている。商標法施行細則第8条「商標登録出願人は、願書に縦横８ｃｍ以下５ｃｍ以上の商標見

本５部を提出しなければならない。商標見本に色彩があるときは、モノクロ見本２部を添付し

なければならない。」、商標法施行細則第9条「色の商標登録出願は、願書において声明し、かつ

当該色彩およびその関連の説明を明らかに記載しなければならない。前項の商標においては、

実際の使用にかかる商品または役務の方法、位置その内容を破線で表現することができる。前

項の破線部分は、色の商標の一部には含まれない。」、商標法施行細則第10条「音声の商標登録

出願は、願書において声明し、かつ五線譜、数字譜または説明の記述を表示しなければならず、

同時に当該音声のCD－ROMを添付しなければならない。五線譜、数字譜によるときは、その関

連性を説明しなければならない。」、商標法施行細則第11条「立体の商標登録出願は、願書にお

いて声明し、立体形状の図面およびその関連を説明しなければならない。立体形状を明確に表

現するために、出願人は同時に５枚以下で同一比率の異なる角度からの正投影図又は見本を提

出することができる。商標専属責任機関が必要と認めるときは、出願人にその提出を通知する

ことができる。前二項の立体形状に権利不要求の部分が含まれるときは、実線を用いその権利

主張部分を主張しなければならず、破線で権利不要求の部分を表示し、ディスクレームの声明

をしなければならない。」という規定によれば、出願人は商標見本、CD－ROM等を提出しなけ

ればならない。 
 

 現行法では出願文字の規定を定めておらず、標準文字の出願は可能となっている。 
 

 外国人による商標出願の言語は中国語のみに限定する。 
 

 商標法第14条｢商標出願及びその他の手続きに関しては、電子方式により行うことができる。そ

の実施日、出願手続及びその他の遵守すべき事項については、主務官庁によりこれを定める。｣

という規定によれば、電子出願が受理されることになっているが、主務官庁のオンラインシス

テムは整備中であるため、全面の実施は来年（2007年）であることを予定している。 
 

 商標法第4条｢中華民国と優先権を相互に承認する関係にある国において、法により商標登録を

出願し、その出願人が最初の出願日の翌日から6ヶ月以内に中華民国へ登録出願したときは、優

先権を主張することができる。前項の規定により優先権を主張するものは、登録出願と同時に

その旨を声明し、願書において当該外国における出願日及び出願受理国を明記しなければなら

ない。出願人は、出願日の翌日から3ヶ月以内に、当該外国政府が出願を受理した証明書を提出

しなければならない。前2項の規定に反するときは、当該優先権を喪失する。優先権を主張する

ときは、優先日をその登録出願日とする。｣によれば、優先権証明書類の提出は出願日から3ヶ
月以内に提出しなければならず、又出願の際には、優先権主張（出願国、出願番号等）を明記

する必要がある。 
 

 団体商標の規定は商標法第74条「法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその組織又

は会員籍を表彰するためにその標章を専用しようとするものは、団体標章の登録を出願しなけ

ればならない。前項の団体標章の出願は、願書に関連事項を明記し、団体標章の使用規則を添

付して、商標専属責任機関へ出願しなければならない。」に定めている。 
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◎団体商標登録第1135693号 

商標名称：

（「優良鵝肉、優質、美味、健康」部分につき権利不要求）

 

商品類別：商標法施行細則第十三条第031類 
商品名称：鵞鳥。 
商標権者：中華民国養鵝協会 
 

 団体標章（商標法第74条） 
現行法は出願人の資格部分のみを修正し、権利の帰属は権利能力を持つべきであることを考

量したため、法人資格を有する社団法人はその組織又は会員籍を表彰するものに限るものとす

る。改正条文第七十四条には「法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその組織又は

会員籍を表彰するためにその標章を専用しようとするものは、団体標章の登録を出願しなけれ

ばならない」が定められており、即ち法人として登記されていない組合、協会又はその他の団

体は団体商標又は標章を登録出願することができない。 
◎団体標章登録第1138021号 

標章名称：  

商標権者：桃園県桃園市農会 
表彰内容：社団法人である桃園農業協同組合の組織とその会員籍を表彰する。 

 
 証明標章の規定は商標法第72条「標章をもって他人の商品又は役務の特性、品質、精密度、産

地又はその他の事項を証明するために、その標章を専用しようとするものは、証明標章の登録

を出願しなければならない。証明標章の出願人は、他人の商品又は役務を証明する能力を有す

る法人、団体又は政府機関に限られる。前項の出願人が、証明しようとする商品又は役務の業

務に従事するときは、登録出願することができない。」に定めている。 
◎証明標章登録第116号 

標章名称： 

（「台湾優質酒類認証標章」部分につき権利不要求）

 

商標権者：社団法人台湾醸酒技術研究発展協会 
証明内容：酒類製品及びその加工製品が行政院衛生署の「酒類衛生標準」の規定に符合し、

並びに「優良酒類威認証標章の使用規範」の標準にも符合することを証明する。 
 団体商標又は証明標章の専用権は移転し、又は他人に使用許諾を与え、又は質権の目的とするこ

とができない。但し、その移転又は他人への使用許諾が、消費者の利益に損害を与えず、又は

公平競争に違反する虞がないときには、商標専属責任機関（智慧財産局）の許可を受ければ、

この限りでない（商標法第78条）。 
 
3.  実体審査  

3-1商標は出願前からの顕著性（①元来の顕著性：客観的に見て独特な印象を与えるもの。②副次的

な顕著性：客観的に見ては独特さがないが、使用によって発生する顕著性；使用は改正法によって

インターネット等の電子媒体に於ける使用も含まれる。）を前提条件としている。その他、以下の

ものは商標登録を受けられない。 
(1) 商品又は役務の標識を認識するに足らず、他人の商品又は役務と区別できないもの。 
(2) 商品又は役務の形状、品質、効能又はその他説明的なもの。 
(3) 指定商品又は役務の一般的標章又は名称であるもの。 
(4) 商品又は包装の立体的形状がその機能性を発揮するために必要なもの。 
(5) 中華民国の国旗、国章、国璽、軍旗、軍章、官印、勲章又は外国の国旗と同一又は類似のも

の。 
(6) 国父又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。 
(7) 中華民国政府機関又は展覧性を有する集会の標章又はそれにより授与される褒章と同一又は
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類似のもの。 
(8) 国際的に著名な組織又は国内外において著名な機構の名称、記章、徽章、又は標章と同一又

は類似のもの。 
(9) 認証標記又はその他国内外において同様の性質を有する認証標記と同一又は類似のもの。 
( 1 0 )公共の秩序又は善良の風俗を害するもの。 
( 1 1 )商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるも

の。 
( 1 2 )他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれ

があり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるも

の。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときはこの限りでない。 
( 1 3 )同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類

似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該登録商標

又は先に出願された商標の所有者の同意を得て出願するときは、互いの商標及び使用にかか

る指定商品又役務が共に同一である場合を除き、この限りでない。 
( 1 4 )同一又は類似商標又は役務について他人の先使用にかかる商標と同一又は類似であり、出願

人が当該他人との間で契約関係、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他

人の商標の存在を知悉していたとき。但し、当該他人の同意を得て登録出願するときはこの

限りでない。 
( 1 5 )他人の肖像又は著名な氏名、芸名、筆名、別名であるもの。但し、その者の同意を得て登録

出願するときはこの限りでない。 
( 1 6 )著名な法人、商号又はその他の団体の名称であり、関連する公衆に誤認混同を生じさせるお

それがあるもの。 
( 1 7 )他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害する商標であると判決が確定したもの。但し、

当該他人の同意を得て登録出願するときはこの限りでない。 
( 1 8 )わが国又はわが国と相互に商標の保護を承認した国家、又は地酒の地理的表示と同一又は類

似し、酒類の商品を指定するもの。 
 

3-2拒絶理由通知への対応 
拒絶理由通知に対し、通常30日以内に補正書、意見書を提出することができる。この期間は更

に30日の延長（1回）が可能であり、補正内容としては、指定商品・役務の訂正、削除、権利不要

求等の補正が行うことが認められる。 
 

3-3拒絶理由通知に対する対応策 
補正書、意見書を提出する他に、引例商標に対する無効審判の請求、不使用取消審判の請求、

引例商標の移転譲渡或いは自発的取下げに係る交渉を考えることができる。尚、上記の対応策によ

り審査猶予を要請することが可能である。 
 

3-4同意書制度 
 商標法第23条第1項第13号の但書によれば、同意書制度を採用している。先行商標とは全く同一商

標見本及び指定商品でない限り、同意書の提出が受理され、類似の後願は登録が期待できる。 
 
 登録実例 

同意書による登録を受けた場合、商標公報にはその旨を掲載することになる。 
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3-5権利不要求制度 
商標法第19条「商標が説明的であり、又は識別性を具えない文字、図形、記号、色彩又は立体

形状を含み、当該部分を削除すれば商標の一体性を失う場合、出願人が当該部分について専用権の

不主張を声明したときは、当該商標を以って登録出願できる。」が定めていることにより、権利不

要求制度を採用している。主務官庁の職権で商標見本中に説明文字、図形部分に対し、権利不要求

を行うことができる。知的財産局は「権利放棄の声明に係る審査要点」（添付資料五）を作成して

公告している。 
 

 実例： ｢          ｣、｢          ｣ 
主務官庁の見解によれば、上記の態様は社名表示であり、商標とすべき顕著性を具えず、たとえ

「＆ Co., Ltd.」、「工業株式会社」部分につき権利不要求を声明しても登録は認められない。一方、

その他の社章を付加し、又は字体の差異を工夫すると共に、商標として登録できない部分につき

権利不要求を声明すれば、登録を受けることになる。 
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4. 登録 
 出願・登録時の政府料金 

出願の際に出願料金を納付する必要がある他、商標権の設定登録には登録料を納付しなければ

ならないが、短ライフサイクル商品に係る商標や不使用商標の整理を促すため、登録料の分割制度

（分納制度）を導入している。 
 

 異議制度 
現行商標法の規定によれば、権利付与後異議申立制度を採用しており、異議申立期間は公告日

から3ヶ月であり、又適格（利害関係）な異議申立人を要求していないため、いかなる人から異議

申立を提起することができる。（商標法第40条） 
 

 有効期間 
商標権の存続期間は登録公告日から10年である。（商標法第27条第1項） 

 
 更新手続・期間 

更新出願において商標権者の委任状（公証・認証不要）を提出すれば、受理されることになる。

現行商標法では従来の実体審査（三年内の使用証明等）を廃止したことである。 
更新手続期間は登録満了日の前後6ヶ月であるが、満了日以降の更新には倍額の政府料金を支払

わなければならない。 
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 使用義務 
商標法第57条第1項第2号の規定によれば、登録後、正当な事由なくして不使用又は使用の停止

が引続き3年を経過したものは、不使用取消審判の対象となる。 
今のプラクティスによれば、不使用取消審判請求において、係争商標が引続き3年以上の不使用事

実を立証できる証拠資料（通常興信調査に該当する）の提出を要求しているので、事前に興信調査

を行うことは通常の対応策である。尚、現行商標法では不使用取消審判が「廃止」という表示に変

更されたことになる。 
 

 使用許諾制度 
日本のように「専用使用権」と「通常使用権」とを分けておらず、独占的又は非独占的を問わ

ず全て「使用許諾」となっている。 
商標法第33条「商標権者は、その登録商標の指定商品又は役務の全部又は一部について、その

商標の使用を他人に許諾することができる。前項の使用許諾については、商標専属責任機関に登録

しなければならない。登録を経ないものは、第三者に対抗することができない。使用権者が、商標

権者の同意を得て、他人に再使用許諾するときも、同様とする。使用権の登録後に商標権が移転さ

れる場合、その使用許諾契約は譲受人に対し引き続き有効に存続する。使用権者は、その商品、包

装、容器又は営業上の物品、文書において、顕著で識別しやすい使用許諾を受けていることの表示

をしなければならない。その表示が困難なときは、営業場所又はその他の関連物品にその使用権の

授権表示をすることができる。」 
商標法施行細則第29条「登録商標の使用権の設定登録を行うときは、商標権者または使用権者

により、使用権者、使用許諾にかかる登録番号、許諾期間、許諾にかかる使用商品または役務の区

分およびその名称を記載した申請書を提出しなければならない。前項の使用権の設定登録を使用権

者により申請するときは、権利者側の署名または捺印を経た授権契約書、契約の要約またはその他

の証明に足りうる書類を提出しなければならない。使用にかかる商品または役務および使用期間の

使用許諾の登録は、商標権の範囲内に限定される。許諾にかかる使用期間が商標権の存続期間を超

えるときは、商標権の存続期間満了日をもって使用許諾の末日とみなす。商標権の存続期間が更新

登録により、別途使用許諾の設定登録を行わなければならない。再使用許諾の登録の使用にかかる

商品または役務および再使用許諾期間は、原使用許諾にかかる使用商品または役務の範囲および使

用許諾期間を超えてはならない。」 
上記規定によれば、使用許諾は主務官庁である智慧財産局に登録しなければならず、登録しな

い者は第三者に対抗できない。又再使用許諾を設定登録する制度を有している。 
 
5. 著名商標と著名会社名称と著名商号 

商標は著名な法人、商号又はその他の団体の名称と、関連する公衆に対して混同誤認を生じさせる

おそれがあってはならない。 
 著名商標立証資料 

(1) 宣伝広告の量 
(2) 市場占有率 
(3) 消費者と同業者間の評価等 
 

 著名性の認定方法 
(1) 主務官庁による個別案件に於ける認定 

例えば商標権の範囲の確認（特定の商標権が特定の表示をカバーできるかどうかについて）；

又第23条第1項第12号に基づく無効審判を提起する際の認定もそれにあたる。 
 
｢著名商標又はサービスマークの認定要点｣を頒布したことがあり、2004年5月1日に修正施行、

今の審査実務において同認定要点が定められている基準を参考しながら、著名性の有無につ

き判断することになる。上記の認定要点の和訳を下記してご参考下さい。 
①商標法（以下この法律と略称する）第23条第1項第12号にて称する著名商標又はサービス

マークの認定の為に、特にこの要点を制定する。 
②この法律にて称する著名商標又はサービスマークとは、当該商標又はサービスマークが既

に広く関連事業又は消費者に普遍的に認知されていることを認定できるに足る客観的証拠

があることを指す。 
③この要点で関連事業又は消費者を判断するときは、商標又はサービスマークが使用する商

品又はサービスの取引範囲を以って基準とする。それには下記三種類の情況が含まれるが、

但しこれには限らない： 
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a.商標又はサービスマークが使用する商品又はサービスの実際又は可能な消費者。 
b.商標又はサービスマークが使用する商品又はサービスの販売ルートに渉及するもの。 
c.商標又はサービスマークが使用する商品又はサービスのを経営する関連業者。 

④商標又はサービスマークが既に要点三にて列挙された中の1つの関連事業又は消費者には

普遍的に認知されているときは、著名商標又はサービスマークであると認定すべきである。 
⑤著名商標又はサービスマークの認定には、個別的の情況につき、下記の認定に資するに足

る著名因素を考慮酌量すべきである。 
a.関連事業又は消費者が商標又はサービスマークを知悉又は認識している程度。 
b.商標又はサービスマークの使用期間、範囲及び地域。 
c.商標又はサービスマークの開発期間、範囲及び地域。商標又はサービスマークの開発と

は、商品又はサービスが使用する商標又はサービスマークの広告又は宣伝及び商品展示

会又は展覧会における展示を含む。 
d.商標又はサービスマークの登録、登録出願の期間、範囲及び地域。但し、それが使用さ

れて又は認識されている程度に達したことを反映できるに足るものでなくてはならな

い。 
e.商標又はサービスマークがその権利の執行に成功した記録、特に行政又は司法機関を経

て著名であると認められた事情を指す。 
f.商標又はサービスマークの価値。 
g.その他著名商標又はサービスマークであると認められるに足る因素。 

⑥この要点五の各項の因素は下記の証拠によりそれを証明することができる： 
a.商品又はサービスの販売発票（公式レシート）、市販の記録書類、輸出入書類及びその販

売数量、販売高の統計に係る明細等資料。 
b.国内、外の新聞、雑誌又はTV等マス・コミにおける広告資料。 
c.商品又はサービス販売の拠点及びその市販ルート、場所の配置情況。 
d.商標又はサービスマークの市場における評価、鑑価、販売高の順位、広告高の順位又は

その営業状況等の資料。 
e.商標又はサービスマークの創用時間及びその継続使用等資料。 
f.商標又はサービスマークの国内外における登録書類。その関連事業が為した商標又はサ

ービスマークの登録資料をも含む。 
g.公信力を具える機構から発給された関連証明又は市場調査の報告等資料。 
h.行政又は司法機関が為した認定に関連する書類。 
i.その他商標又はサービスマークが著名であることを証明できる資料。 

⑦この要点の著名商標又はサービスマークの認定は我国における登録、登録出願又は使用を

以って前提要件としない。 
⑧商標又はサービスマークは商標又はサービスマークの所有者が自ら使用することに限らな

い。その関連事業又は第三者による商標又はサービスマークの使用資料も、この要点五各

項の因素と併せて考慮酌量することができる。 
⑨商標又はサービスマークの使用証拠には、その見本及び日付の標示又はその使用せる見本

及び日付を識別することができる補助証拠資料があるべきで、決して国内にあるものに限

らない。但し、国外において為された証拠資料は、尚も国内の関連事業又は消費者が知悉

しているか否かを以って判断する必要がある。 
⑩著名商標又はサービスマークの認定は、商標の主務官庁からこの要点六にて列挙された証

拠につき、要点五各項の認定因素を綜合してそれを判断すべきである。但し大衆が既に周

知の事実は、この限りでない。 
⑪かつて具体的に挙証し、並びに著名商標又はサービスマークであると認定されたとき、商

標又はサービスマークの所有者から同じ証拠を提出してそれを証明する様要求しないこと

ができる。但し個別事件審査の必要により、尚もその関連証拠を取り揃えて之を証明する

様要求することができる。 
⑫この要点は証明標章、団体標章及び団体商標に対し性質によって準用する。 

(2) 裁判所、公平取引委員会による認定 
註：主務官庁は自主的に認定して特集化の資料を作成していない。 

 
 著名商標の機能の拡大 

著名商標（周知商標）又は標章の識別機能又は業務上の信用を減損するおそれのある商標が商

標登録を受けることができない（稀釈排除の機能）。 
1999年9月に開催されたWIPO一般総会において採択された「周知商標の保護に関する勧告決議
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案」は周知商標に対する保護がその業務上の信用が毀損される等の場合に及ぶものとしている。周

知商標に対する保護を強化することが諸外国の立法の趨勢であるため、今回の改正をもって、その

周知商標又は標章の識別機能又は業務上の信用を減損するおそれのある商標は登録を受けること

ができないようにする。(商標法第23条第1項第12号) 
 

 未登録の著名商標の保護－実例 
異議申立－“ ”（ 東日本旅客鉄道株式会社等）VS.“ ”（台湾第三者－CL.18 かばん

類） 
法的根拠：商標法第23条第1項第12号は、商標が「他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、関

連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は

信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるもの」は登録されてはならない、というこ

とを規定している。商標法施行細則第16条にも、本法にいわゆる著名とは、既に広く関

連事業又は消費者に普遍的に認知されていると認定できるに足る客観的証拠があるこ

とを指すことを明確に定めている。所謂「関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれ

があるもの」とは、商標が関連する消費者にしてその表彰する商品の出所又は製造者に

ついて混同誤認させる恐れがあるものを指すのである；尚、混同誤認の虞の有無につい

ての判断は、当局が公布した「混同誤認の虞」に関する審査基準では各項関連の参考要

素が列挙されている。 
 
経  過：第一審(智慧財産局)－異議申立が成立。 

東日本旅客鉄道（株）等所有の“ ”商標の著名性が認められ、第三者の“ ”

商標の登録を取消したことになる。 
 

結  論：本件では鉄道運輸及び旅行業等のサービスにおける異議申立の根拠商標の知名度及び両

商標の類似性を踏まえ、台湾と日本との経済貿易、投資、旅行が頻繁になり、インタ

ーネットによる情報転送の快速、係争商標に比べ異議申立の根拠商標の方は消費者に

熟知されていることを考量し、又係争“ ”商標は札入れ、かばん、リュックサ

ック、旅行バッグ等を指定商品としているのに対し、異議申立の根拠商標は鉄道運輸

及び旅行業務のみならず、ショッピングセンター、ネットショッピング等サービスの

提供、旅行バッグ等商品の販売も行っているという事実から見れば、係争商標の登録

出願は、一般消費者に両商標の商標権者間に関係企業、使用許諾関係、加盟関係或い

はその他の類似関係があると誤認させる可能性があり、混同誤認を招来する恐れが生

じるので、商標法第23条第1項第12号の規定に違反したことを理由に、登録を取消す

べき旨の決定が下されたことになる。 
 
6. 新旧商標交代に際する注意事項 

会社のポリシーによって新しい商標を導入する場合もあるが、その際古い商標の管理を放棄す

ればよいわけではない。なるべく第三者による襲用登録が去れないように、10年間ほどの更新をし

たほうがよい。更新されない状態の商標では、誰何でも自分の名義で出願することが可能なので、

一旦登録になった後に、たとえ3年から5年ほど経過した古い使用証明等を以って元来権利者名義の

時代の登録商標の著名性を立証できても、現時点の商標権利者の名義が欠如の状態では無効審判の

提起も困難が残る。 
 

6-1 商標著名性に期限の問題 
商標の著名性に関しては、普通著名性判断以前3年ないし5年以内の間の使用証明資料を以って、

現時点の著名性を立証することになっている。そのため、5年以上も以前の使用資料を提示しても、

主務官庁に当該商標の著名性を認定してもらうのはやや困難があると考えられる。そのため、商標

はなるべく切れないように更新して、厳密に権利の存続を維持する上、最低限の使用によって有効

性と著名性の主張を可能にさせるべきである。 
 
7. 襲用登録に対する無効審判請求の除斥期間 

商標法第51条によれば、原則上登録になって5年以上経過した商標に対しては、無効審判をかけ

ることができない。但し、悪意の登録者の場合は除斥期間の制限を受けない場合もある。 
 

7-1 襲用登録に関する登録出願人の主観意思状態の法律効果 
商標法第23条第1項第14号では、故意による襲用に限ってそれを商標登録から排除することがで
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きるとなっている。自社の商品を台湾市場向けに輸入し販売元となる貿易会社がいつか無断に自社

の商標の登録の所有名義人になったことを商標公告を見て発覚する事案が多い。それに対して、第

23条第1項第14号によって登録商標を無効審判にかけることができる。全く自社の商標のデッドコ

ピーであることを立証できれば、たとえ襲用出願によって登録名義人となった当事者との間に事実

上の代理人や委任契約関係がなくても、主務官庁にて客観な事実（例えば同業者の関係、係争商標

の独創性、使用事実等）に基づいて取消してもらうこともできる。斯様な見解は台北高等行政裁判

所の92年度訴字第2340号判決に確認されたことである。 
 

 台湾で未登録・未使用の外国商標に係る保護－実例 
異議申立－“ ”（株式会社オーエス）VS.“ ”（台湾第三者－CL.12 自動車及

びその部品） 
法的根拠：商標法第23条第1項第14号は、商標が「同一又は類似の商品又は役務について他人の先

使用にかかる商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人との間で契約、地縁、業

務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知悉していたとき

は、登録を受けることができない。但し、当該他人の同意を得て登録出願するときは、

この限りでない」を規定している。 
それは他人の先使用商標を模倣した商標の登録出願を禁止することを目的として立

法されたものであるので、他人の商標の存在を知悉した原因は契約、地縁、業務取引

の関係だけとは限らず、その他の事実上の関係により他人の既存の商標を知悉したも

のも原因の一つとしてある。もし両商標の使用にかかる商品は同一又は類似し、密接

な関連性があり、その商標の使用主体に同業者関係があり、経験法則によって商標出

願人がそれによって同一又は類似の商品又は役務について他人の先使用の商標の存

在を知悉したことを十分に認定することができば、前述の条項にも適用される（最高

行政裁判所91年判字第2221号判決趣旨、台北高等行政裁判所91年訴字第4795号判決

趣旨ご参照）。 
 

経  過：第一審(智慧財産局)：異議申立が成立。 
被異議人が他人所有の商標の存在を知悉し、先取り的に登録出願したことが認められ、

“ ”商標の登録を取消したことになる。 
 

結  論：自動車パーツ等商品のマークとされる“ ”は商標として独創性を具える

ものであり、競争の同業者である被異議人が後にそれと同じくのデザイン・図案を係争

商標として登録出願したことは偶然だけではないため、当局より「他人商標の存在を知

悉し、先取り的に登録出願したことである」という理由を以って商標法第 23 条第 1 項

第 14 号の不登録事由により、登録査定の取消という旨の判決を下したものである。 
 

8. 類似性の判断基準を再考－商標の登録排他権と使用排他権の認定上の違いとその合理性 
類似性の判断は次第に高度になって規定あるが、他者の商標登録に対する登録の排他権と他者

の無断使用に関する使用の排他権とは、類似性の認定が同一なのかの疑問がある。 
登録の排他権は、主務官庁が第一義的に認定するので、傾向上類似性を是認する傾向が比較的

に高いと思われる。一方、他者の商標使用を差し止める場合の使用の排他権に関する類似性の判断

は、一般消費者の見地から第一義的に考慮する傾向があるので、比較的に類似性を厳格に追及する

だろう。但し、後者は裁判所で判断する前提でも、裁判所から知的財産局に専門意見聴取の要請が

よくあるので、実質上の判断基準の違いはそれほどないかもしれない。 
もう一つ、著名性のある商標は、その顕著部分は著名性のない商標より容易に他の標章を類似のよ

うに見えさせる傾向があると言えよう。たとえ簡単な幾何図形からなる商標でも、著名性さえ確立

すれば、比較的に簡単に第三者の標章との類似性を立証できる。 
 
9. 提携関係終了時の商標権をめぐる処理 

企業間の提携関係のために、両者の主要商標を合体された形態の名称を導入することがよくあ

る。その際、なるべく自分側の名義で登録したほうが無難である。先方側の名義で登録してしまっ

ては、提携関係が終了した後は、商標権の帰属問題が起きて、必ずしも放棄してもらえない。商標

登録をしないままに提携名称を使用するのもよくある。 
 
10. 商標類否判断の審査実例 

商標類否とは、普通の知識や経験を具えている商品の購買者が購買時に普通に用いる注意力を
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以って臨んでも、尚混同誤認を生ずる虞があることを指すことをいう。 
 
10-1商標類否判断の方法 

(1) 商標が類否するかどうかは、全体的に離隔観察の方法を以って判断の基準とするべきである。

たとえ両商標を比較対照した場合、相互の差別が容易に見分けられない場合は、類似の商標

でないと言えないものである。故に、およそ商標見本がその外観、呼称又は観念のいずれの

一つにおいてその要部が似近っており、混同誤認を惹起せしめるに足るおそれあるものであ

れば、その他の付属部分が非類似であるにしても、依然これを類似の商標であると言わなけ

ればならない。 
(2) 商標の類否を判断するには商標見本全体を総括して離隔観察することにより、それが混同誤認

を引き起すおそれの有無を以って認定するべきある。 
 
(3) 商標を構成する文字、図形に要部と付属部分がある時、若しその要部を離隔観察した場合、確

かに他の商標と類似を構成するものであれば、たとえその付属部分が外観的に相異すると言

えども、依然これを類似の商標であると言わなければならない。 
 

10-2類似の種類 
(1) 外観上の類似：視学で感じた2つの商標の外見が似ていることである。 
(2) 呼称上の類似：2つの商標の呼び名が紛らわしいことである。 
(3) 観念上の類似：2つの商標のあらわす意味が似ているか、或いはA商標からB商標を容易に想起

することができる場合、観念類似に該当するものである。 
外観、呼称、観念のいずれの一つの点で類似すれば、実務において類似商標に扱いされること

になる。 
 

10-3「混同誤認のおそれ」に係る審査基準 
商標法第23条第1項第12条号「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤

認混同を 生じさせるおそれがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じ

させるおそれがあるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときはこの

限りでない。」、及び第13条「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願さ

れた商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの。但し、

当該登録商標又は先に出願された商標の所有者の同意を得て出願するときは、互いの商標及び使用

にかかる指定商品又役務が共に同一である場合を除き、この限りでない。」には商標類否の他、「混

同誤認」の有無という判断要件を明文化したことがあり、このような法改正に伴って、知財局には

「混同誤認のおそれ」に係る審査基準（添付資料六）を作成し、公布している。 
混同誤認のおそれの有無に係る判断の参考要素 

(1) 商標識別性の強弱。 
(2) 商標が類似するか否か並びにその類似の程度。 
(3) 商品／役務が類似するか否か並びにその類似の程度。 
(4) 先権利者の多角化経営の情況。 
(5) 実際の混同誤認の事情。 
(6) それに係る消費者が各々の商標に対する熟知の程度。 
(7) 係争商標の出願人は善意であるか否か。 
(8) その他の混同誤認の要素。 
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10-4実例 
 

 係争商標／類別 根拠商標 審査結果 

① 

【灌籃之後 SD 及び図形】 

 

第 16 類：漫画、書籍等 

 

類似商標 

異議成立 

② 

【美圭児生物科技有限公司標章】

 
第 5 類：漢方薬、西洋薬等  

類似商標 

異議成立 

③ 

【Cockfight 及び図形】

 

第 25 類：靴、衣服等 

 

類似商標 

異議成立 

④ 

【呉善琪標章】 

 

第 25 類：靴、衣服等 

 

類似商標 

異議成立 
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係争商標／類別 根拠商標 審査結果  

⑤ 

【IBEX SPORT IF 及び図形】 

 

第 25 類：衣服等 

 

 

 

 

 

類似商標 

異議成立 

⑥ 

【瑪魯哈及びは図形】 

 

第 31 類：飼料等 
 

類似商標 

異議成立 

⑦ 

【設計図（彩色）】

 

第 9 類：テレビ、電話等 

第 11 類：冷蔵庫、エアコン等 

 

類似商標 

異議成立 
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 係争商標／類別 根拠商標 審査結果 

⑧ 

【WECAN 及圖（一）】 

 

第 25 類：靴等 

 

類似商標 

異議成立 

⑨ 

【ountain Walker 山行者及圖】

 

第 25 類：衣服等 

 

 

類似商標 

異議成立 

 
 
 


