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対象ページ P10

該当箇所 02　意匠法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 本文　改変

審査基準　新規追加

ここで、新規性のない意匠として、以下が意匠法に規定されています。

このように、新規性の判断の基準は出願時です。例えば、午前中に発表した製
品の意匠について、その日の午後に意匠登録出願をしても、出願時において新規
性を失っているので、その意匠は、原則として、意匠登録を受けることができま
せん。

「頒布された刊行物」とは、不特定多数の人が見ることができるような状態にお
かれた刊行物をいいます。現実に誰かがその刊行物を見たという事実は必要とし
ません。
「電気通信回線」とは、有線または無線により双方向に通信可能な伝送路を意味
し、いわゆるインターネットが該当します。一方向にしか情報を送信できない放
送は含まれません。

また、新規性の判断基準となる意匠は、日本国内で知られた意匠だけでなく、
外国で知られた意匠も含まれ、さらに、その意匠と同一の意匠だけではなく、そ
の意匠に類似した意匠も含まれます。

①　意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠（意 3 条 1 項 1 号）
②　意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠

または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠（意 3 条 1 項 2 号）
③　上記①、②に掲げる意匠に類似する意匠（意 3 条 1 項 3 号）

審査基準
意匠審査基準　意匠審査基準　第 2 部　第 2 章　新規性

22. １. ３　意匠法第３条第１項第３号
22. １. ３. １　意匠の類否判断
22. １. ３. １. １　判断主体

意匠の類否判断において、判断主体は、需要者（取引者を含む）（意匠法第 24 条第２項。
同規定でいう「需要者」とは、取引者を含む概念であることから、ここでは「需要者（取引者を
含む）」とする。）であり、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。

新規性の判断時における意匠の類否の判断主体については、条文上は明確に規定され
ていないが、登録意匠の範囲を規定している意匠法第 24 条第２項において「登録意匠
とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感
に基づいて行うものとする。」と規定されていることから、新規性の判断における意匠
の類否の判断主体も、同様に需要者（取引者を含む）とする。

意匠の類否判断は、もとより人間の感覚的な部分によるところが大きいが、その判断
を行う際には、意匠創作に係る創作者の主観的な視点を排し、需要者（取引者を含む）
が観察した場合の客観的な印象をもって判断する。

22. １. ３. １. ２　意匠の類否判断の手法
（１）意匠の類否判断の観点

意匠審査において、類否判断は次の（ア）～（オ）の観点によって行われる。
（ア）対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断
（イ）対比する両意匠の形態の認定
（ウ）形態の共通点及び差異点の認定
（エ）形態の共通点及び差異点の個別評価
（オ）意匠全体としての類否判断

意匠の類否判断は、需要者（取引者を含む）の立場からみた美感の類否につい
て、物品と形態（デザイン）の両面から検討します。

（3）当業者が容易に創作できないこと
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対象ページ P14

該当箇所 02　意匠法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 審査基準　新規追加

例を挙げてみましょう。特徴的な自転車のサドルがあり、このサドルの意匠を
出願した場合に、その出願より前に、他人が同じサドルの形状を含む自転車の意
匠を出願していたとします。ここで、先願である自転車の意匠が設定登録されて
意匠公報が発行されると、後願であるサドルの意匠登録出願は、意匠法３条の２
に該当することになります。すなわち、ある製品全体の意匠とその部分の意匠、
もしくは、ある製品全体とそれを構成する部品の意匠が別々に出願されたとき、
それらの出願の順序によっては、後願が拒絶される場合があります。

審査基準
意匠審査基準　第２部　第４章　先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外

24. ２　意匠法第３条の２の規定に該当する全体意匠の意匠登録出願の例

④先願が組物の意匠の意匠登録出願のとき、当該先願に係る意匠として開示された意匠
の中の一の構成物品に係る意匠と後願の全体意匠との形態、及び、用途及び機能とが
同一又は類似である場合

【適用できる事例】
先願に係る意匠として開示された意匠　　　　　　　全体意匠の意匠登録出願

「一組の飲食用ナイフ、フォーク　　　　　　　　　　　　　「飲食用スプーン」
　　　　　及びスプーンセット」

対象ページ P15

該当箇所 02　意匠法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 意匠法4条3項　改正

意匠法4条4項　新規追加

条文

2　新規性喪失の例外

意匠法 4 条　意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第
二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした
意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同
条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 項　意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号
に該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことに
より同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つ
た日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第
二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 項　前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と
同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた
意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（次項に
おいて「証明書」という。）を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しな
ければならない。

４項　証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する
期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由
がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内
にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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対象ページ P25

該当箇所 03　意匠登録を受けるための手続き

変更内容 意匠法60条の３→意匠法60条の24　改正

条文
意匠法 60 条の 24　意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件

が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

意匠法 17 条の 2　願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本につ
いてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてそ
の補正を却下しなければならない。

2 項　前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければな
らない。

意匠法 9 条の 2　願書の記載（第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項
の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。）
又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨
を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出
願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

出願した内容に不備があると気付いた場合や、拒絶理由通知を受けてこれに対
応する場合には、特許庁長官に手続補正書を提出して、その補正を行うことがで
きます（意60条の24）。ただし、補正ができる時期は、事件が審査、審判または
再審に係属している間に限られます。

対象ページ P25

該当箇所 03　意匠登録を受けるための手続き

変更内容 審査基準　新規追加

本文　改変

したがって、意匠の外形や模様等の形態的側面については、図面によって具体
的に特定されてしまうため、図面の修正を行うと要旨変更と判断される可能性が
高く、これらの修正はほぼできないと考えておくとよいでしょう。

審査基準
意匠審査基準　第 8 部　第２章　補正の却下
82. １. ２　要旨の変更

82. １. ２. １　要旨を変更するものとなる補正の類型
願書の記載又は願書に添付した図面等にした補正が、以下のいずれかに該当する場合

は、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものである。

82. １. ２. １. １　その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出
すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合
出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等からその意匠の属する分野における

通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる意匠の同一の範囲を超えて変更する
補正を認めることは、先願主義の趣旨に反し第三者に不測の不利益を与えることになる
という観点から、このような補正は、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等
の要旨を変更するものと認める。

なお、同一の範囲とは、意匠の要旨についての同一の範囲を指すものであって、類似
の概念を含まない。

82. １. ２. １. ２　出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認めら
れる場合
出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断しても意匠法第３条

第１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、意匠の要旨を特定
することができないものを、工業上利用することができる意匠とする補正、すなわち、
出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとする補正を認めることは、上記と同様
に、先願主義の趣旨に反し第三者に不測の不利益を与えることになるという観点から、
このような補正も、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更する
ものと認める。

82. １. ２. １　要旨を変更するものとはならない補正の類型
出願当初と補正後の各々の意匠について比較を通じた判断において、願書の記載及び

願書に添付した図面等を総合的に判断した場合に、当該補正が以下のいずれかに該当す
る場合は、当該補正は出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更す
るものではない。



8 9

なお、補正した内容が要旨変更であると判断されると、その補正は審査官の決
定により却下され、この却下の決定は文書をもって行われます（意17条の２第１
項、２項）。また、意匠権が設定登録された後に、補正の内容が要旨変更である
と認められると、手続補正書を提出した時が出願日とみなされます（意９条の
２）。補正が要旨変更であったことを理由として意匠登録が無効になることはあ
りませんが、出願日が繰り下がった結果、他の出願に対して後願となってしまっ
た場合などは、審判により無効にされる可能性はあります。

82. １. ２. ２. １　その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出
すことができる同一の範囲のものに訂正する場合
出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等に、誤記や不明瞭な記載などの記載

不備を有していたとしても、その記載不備が、願書やその添付図面作成上の誤記や不手
際ないし作図上の制約から生ずるものであることが、総合的に判断して明らかであり、
また、その意匠の属する分野における通常の知識に基づけば、当然に不備のない記載を
直接的に導き出すことができるときに、不備のない記載に訂正する補正は、出願当初の
願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。（第２部「意匠
登録の要件」第１章「工業上利用することができる意匠」21.1.2「意匠が具体的なもの
であること」参照）

82. １. ２. ２. ２　意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分の記載不備
を不備のない記載に訂正する場合
出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等に、誤記や不明瞭な記載などの記載

不備を有している場合であって、総合的に判断してもいずれが正しいのか判断すること
が不可能なときであっても、その記載不備が、意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程
度の微細な部分についての記載不備と認められるときに、不備のない記載に訂正する補
正は、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。

（第２部「意匠登録の要件」第１章「工業上利用することができる意匠」21.1.2「意匠が具体的
なものであること」参照）

対象ページ P28

該当箇所 03　意匠登録を受けるための手続き

変更内容 動的意匠の例　差替え

意匠登録第 1455317 号
意匠に係る物品：椅子
意匠権者：コトブキシーティング
　　　　　株式会社【座部が下がった状態を

示す右側面図】【右側面図】

（2）動的意匠

意匠に係る物品の形状等が、その物品の有する機能に基づいて変化する場合
に、変化の前後の形状等について意匠登録を受けることができます（意６条４
項）。このような意匠を「動的意匠」といいますが、例として、変形するロボッ
ト玩具や、折り畳み可能な椅子などがあります。

動的意匠の例

条文
意匠法 6 条 4 項　意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づ

いて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色
彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の
当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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対象ページ P30～P31

該当箇所 03　意匠登録を受けるための手続き

変更内容 意匠法10条1項　改正

（4）関連意匠

条文
意匠法 10 条　意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠の

うちから選択した一の意匠（以下「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」
という。）については、当該関連意匠の意匠登録出願の日（第十五条において準用する特許
法（昭和三十四年法律第百二十一号）第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項
の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百
年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五
年十一月六日にハーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月
三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工
業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条 C（4）の規定に
より最初の出願とみなされた出願又は同条 A（2）の規定により最初の出願と認められ
た出願の日。以下この項において同じ。）がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、
第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条第
四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行の
日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受け
ることができる。

２項　本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関
連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

３項　第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意
匠登録を受けることができない。

４項　本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠
については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

対象ページ P34～P35

該当箇所 03　意匠登録を受けるための手続き

変更内容 確認問題03・解答03　問題文削除

Ⅰ  空欄に適切な語句を入れなさい。　　　　　　　※同じ数字には同じ語句が入ります
１．（省略）

２．意匠登録を受ける権利は（⑤）者にある。（⑤）者は（⑥）人に限られ、（⑦）
人がなることはできない。

３．複数人が共同で創作した場合、意匠登録を受ける権利は（⑤）者全員で共有
し、他の共有者の（⑧）を得なければその持分を（⑨）できない。しかし、自
分の持分を（⑩）するときは、他の共有者の（⑧）は不要である。

Question確認問題 03

Answer解答03

Ⅰ  
１．（省略）

２．意匠登録を受ける権利は（⑤創作）者にある。（⑤創作）者は（⑥自然）
人に限られ、（⑦法）人がなることはできない。

３．複数人が共同で創作した場合、意匠登録を受ける権利は（⑤創作）者全
員で共有し、他の共有者の（⑧同意）を得なければその持分を（⑨譲渡）
できない。しかし、自分の持分を（⑩放棄）するときは、他の共有者の（⑧
同意）は不要である。



12 13

対象ページ P56

該当箇所 07　商標法の保護対象と登録要件［1］

変更内容 意匠法2条1項　改正

条文、本文　全文改変

3　商標の種類

商標法において「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもの
のうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合、音そ
の他政令で定めるもの（以下「標章＊」という。）であって、業として商品を生
産等する者、または業として役務を提供等する者が、その商品や役務に使用する
もの」と定義されています（商２条１項）。

従来、文字や図形等の視認可能な商標のみが保護の対象となっていましたが、
平成26年法改正により、色彩のみや音といった新しい商標についても保護の対象
に加えられました。

どのような商標があるかを大まかにまとめると、①文字商標、②図形・記号の
商標、③立体商標、④色彩のみからなる商標、⑤結合商標、⑥音商標、⑦動き商
標、⑧ホログラム商標、⑨位置商標があります。

①　文字商標
漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベット等の文字のみからなる商標です。

登録商標の多くがこの文字商標であるため、商標法がネーミングの登録制度であ
ると誤解されることもあります。しかし、文字商標であっても、ネーミングが登
録されるわけではありません。その「文字」が特定するマーク（標章）が、登録
されているに過ぎないのです。

②　図形・記号の商標
文字を図案化したものや、写実的なものを図案化したもの、幾何学模様の図形

などの記号的な商標です。

条文
商標法 2 条　この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるものの

うち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で
定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

③　立体商標
飲食店の前に置かれる立体人形や包装容器など、特殊な形状をした商標などを

いいます。

④　色彩のみからなる商標
単色または複数の色彩の組み合わせからなる商標（図形等と色彩が結合したも

のではない商標）のことをいいます。例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使
用される色彩などがこれにあたります。

⑤　結合商標
異なる意味の文字と文字、図形と図形、図形や記号と文字、図形と色彩等を組

み合わせた商標をいいます。

⑥　音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをい

います。例えば、CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などがこ
れにあたります。

⑦　動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。例えば、

テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などがこれに
あたります。

⑧　ホログラム商標
文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことをいいま

す。見る角度によって変化して見える文字や図形などです。

⑨　位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標のことをいいます。

＊　商標法では、商品やサービスと結びついていない「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、
図形、記号、立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの」を「標章」と定義して
おり、その「標章」が、商品またはサービスに付帯して初めて「商標」となります。
　　つまり、商品またはサービスと結びついて使用されなければ、商標ではありません。
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対象ページ P57

該当箇所 07　商標法の保護対象と登録要件［1］

変更内容 立体商標の例　差替え

条文　改正

立体商標の例文字と図形の組合わせの商標例

商標登録番号：第 4313952 号
権利者：花王株式会社

商標登録番号：第 5721710 号
権利者：大和ハウス工業株式会社

対象ページ P59～P60

該当箇所 07　商標法の保護対象と登録要件［1］

変更内容 まとめ　改変

確認問題07・解答07　改変

まとめ

・商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、
立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、
業として商品の生産や役務の提供等をする者がその商品や役務に使用するものであ
る

・商標には大きく、自他商品等識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告的
機能がある

・商標の種類には、文字商標、図形・記号の商標、立体商標、色彩のみからなる商標、
結合商標、音商標等がある

Ⅰ  空欄に適切な語句を入れなさい。　　　　　　　※同じ数字には同じ語句が入ります
１．（省略）

２．（省略）

３．商標法における商標とは、人の知覚によって認識することができるもののう
ち、（⑨）、図形、記号、（⑩）、若しくは（⑪）又はこれらの結合、（⑫）その
他政令で定めるものであって、（⑬）として商品等に使用されるものをいう。

４．商標を分類すると、（⑨）商標、図形・記号商標、（⑭）、（⑪）のみからなる
商標、（⑫）商標、結合商標がある。

Ⅱ  商標登録出願に際し、指定商品または指定役務に該当するものを選びなさい。
⑮自社製品の宣伝のための広告物の配布
⑯コンピュータの小売
⑰両替
⑱コンビニエンスストア

Question確認問題 074　商品と役務

条文
商標法 2 条　この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるものの

うち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で
定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。
一　業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二　業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号

に掲げるものを除く。）

2 項　前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供が含まれるものとする。
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Answer解答07

Ⅰ  
１．（省略）

２．（省略）

３．商標法における商標とは、人の知覚によって認識することができるもの
のうち、（⑨文字）、図形、記号、（⑩立体的形状）、若しくは（⑪色彩）又
はこれらの結合、（⑫音）その他政令で定めるものであって、（⑬業）とし
て商品等に使用されるものをいう。

４．商標を分類すると、（⑨文字）商標、図形・記号商標、（⑭立体商標）、（⑪
色彩）のみからなる商標、（⑫音）商標、結合商標がある。

Ⅱ
⑰両替

対象ページ P62

該当箇所 08　商標法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 審査基準　新規追加

本文追加

なお、実際には多くの企業において「ストック商標」といわれる登録商標が存
在します。他社への牽制や商品展開の関係から、即時使用する予定のない多くの
商標権が取得され、保有されています。しかし、使用されない商標、すなわち、
業務上の信用が蓄積していない登録商標が多数存在すると、新たに商標を使用し
たい人の選択の余地が狭くなってしまいます。そのため、登録主義の不都合な点
をカバーするため、商標法では「不使用取消審判」等の制度が用意されています。

＊　出願人が指定商品や指定役務に係る業務を行う予定があることの証明として、おおよそ出願後3～4年以内
（登録後3年に相当する時期まで）に商標の使用を開始するという意思を示す必要があります。３年間使用して
いない登録商標に対しては、「不使用取消審判」の請求が可能だからです。

審査基準

商標審査基準　第１　第３条第１項（商標登録の要件）
一、第３条第１項全体

１．第３条第１項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。

２．第３条第１項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形状のみか
らなる立体商標は、原則として、第３条第１項の当該号の規定に該当するものとする。

３．動き商標の第３条第１項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
（1）動き商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が時間の経過に伴って変化す

る状態とを総合して、商標全体として考察するものとする。
（2）動き商標を構成する文字や図形等の標章が第３条第１項各号の規定に該当しない

場合には、商標全体としても第３条第１項各号の規定に該当しないものとする。
（3）標章が時間の経過に伴って変化する状態が軌跡として線等で表され、それが、文

字や図形等の標章を描く場合には、描かれたその標章が、第３条第１項各号の規定に
該当するものであるか判断するものとする。

４．ホログラム商標の第３条第１項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
（1）ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章とその標章がホログラフィーその

他の方法による視覚効果（立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効
果、見る角度により別の表示面が見える効果等）により変化する状態とを総合して、
商標全体として考察するものとする。



18 19

願書に「立体商標」「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音
商標」「位置商標」である旨の記載があっても、願書に記載した商標及び願書中
の商標の詳細な説明から当該タイプの商標と認められない場合には、商標法第３
条１項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものと
されます。

（2）(1) の視覚効果のうち、立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効
果等の文字や図形等の標章を装飾する効果については、表示面に表された文字や図形
等の標章が、第３条第１項各号の規定に該当するものであるか判断するものとする。
ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章が第３条第１項各号の規定に該当しな
い場合には、商標全体としても第３条第１項各号の規定に該当しないものとする。

（3）(1) の視覚効果のうち、見る角度により別の表示面が見える効果が施されている場
合には、それぞれの表示面に表された文字や図形等の標章が、第３条第１項各号の規
定に該当するものであるかを判断するとともに、その表示面の商標全体に占める割合、
表示される文脈、他の表示面の標章の関連性等を総合して、商標全体として考察する
ものとする。

５．色彩のみからなる商標の第３条第１項の商標登録の要件については、次のとおりとす
る。

（1）色彩を組み合わせるかを判断するものとする。

６．音商標の第３条第１項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
（1）音商標を構成する音の要素（音楽的要素及び自然音等）及び言語的要素（歌詞等）を

総合して、商標全体として考察するものとする。
（2）言語的要素が第３条第１項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても

第３条第１項各号の規定に該当しないものとする。
（3）音の要素が第３条第１項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第

３条第１項各号の規定に該当しないものとする。

７．位置商標の第３条第１項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
（1）位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置とを総合して、

商標全体として考察するものとする。
（2）位置商標を構成する文字や図形等の標章が第３条第１項各号の規定に該当しない

場合には、標章を付する位置にかかわらず、商標全体としても第３条第１項各号の規
定に該当しないものとする。

対象ページ P62

該当箇所 08　商標法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 商標法3条1項3号　改正

（2）識別力を有すること

商標登録を受けるには、自己の業務で提供している商品や役務において、自己
と他人の商品等が区別できる商標、すなわち「識別力」を有する商標でなければ
なりません（商３条１項各号）。

条文
商標法 3 条　自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に

掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一　その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標
二　その商品又は役務について慣用されている商標
三　その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第

二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期
その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する
物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四　ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五　極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六　前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができない商標



20 21

対象ページ P67～P68

該当箇所 08　商標法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 商標法4条1項3号、18号　改正

2　商標登録を受けることができない商標

条文
商標法 4 条　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受ける

ことができない。
一　国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二　パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、

千九百二十五年十一月六日にハーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十
八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正され
た工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）の同
盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（パリ
条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。）であつて、
経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

三　国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示する標章であつ
て経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標（次に掲げるものを除く。）
イ　自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識

されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこ
れらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ　国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、そ
の国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使
用をするもの

四～十七　（省略）

識別力を有する商標であっても、公益上の理由や私益との調整のために、商標
登録できない場合が商標法では規定されています。（商４条１項各号）。この規定
に該当するか否かは、原則として査定または審決時を基準に判断されます。

十八　商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同
じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九　他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における
需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不
正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をも
つて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

対象ページ P70

該当箇所 08　商標法の保護対象と登録要件［2］

変更内容 本文　新規追加

（4）その他の商標登録を受けられない商標
①　公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標（商４条１項７号）

卑猥なものや他人に不快な印象を与えるような文字や図形等が、この規定の対
象です。また、その使用が社会の利益に反したり、社会の一般的道徳観念に反す
るような商標も、登録を受けられません。

②　商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標（商４
条１項18号）
商品等の特徴のみからなる商標は、商標登録を受けることはできません。商品

又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる商標（例え
ば、商品「野球用のボール」における球の形状）や商品若しくは商品の包装又は
役務が当然に備える色彩や発する音のみからなる商標（例えば、商品「自動車の
タイヤ」の黒の色彩、役務「焼肉の提供」における肉の焼ける音）がこの規定の
対象になります。これらの商標登録を認めるとなると、その商品若しくは商品の
包装自体についての生産・販売又はその役務自体の提供の独占につながり、自由
競争を制限するおそれがあるためです。

③　他人の氏名等を含む商標（商４条１項８号）
他人の氏名（フルネーム）や著名な芸名などがこの規定に該当します。ただし、

その他人の承諾を得ている場合は除外されます。ここで、「他人」とは、現存す
る者であり、外国人も含まれます。

さらに、著名な名称等の略称も対象となります。例えば、「○○株式会社」の「○
○」部分はその会社名の略称になりますが、この「○○」が著名であれば、この
規定が適用されます。

④　国旗や国際連合のマークなどと同一または類似の商標（商４条１項１号等）
国内外の国旗や国際連合のマーク、パリ条約や世界貿易機関の加盟国等の紋章

なども、商標登録を受けることができない商標とされています。
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対象ページ P74

該当箇所 09　先に出願された商標の調査

変更内容 本文　改変

審査基準　改変

審査基準
商標審査基準　第 3　第 4 条第 1 項及び第 3 項（不登録事由）

十、第 4 条第 1 項第 11 号（先願に係る他人の登録商標）

11．商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする。こ
の場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

対象ページ P78

該当箇所 10　商標登録を受けるための手続き

変更内容 商標法5条2項号～5号、4項　新設

本文　新規追加

1　商標登録出願

（1）商標登録出願に必要な書類

商標登録を受けようとする者は、所定事項を記載した願書に、必要な書面を添
付し、特許庁長官に提出しなければなりません（商５条１項）。

願書とは、商標登録を要求する商標登録出願人の意思表示となる書面であり、
出願人の氏名や住所、商標登録を受けようとする商標（標章）、指定商品または
指定役務、政令で定める商品および役務の区分を記載します。商品・役務の区分
と具体的な商品・役務の例は、商標法施行規則別表に記載されています。

条文
商標法 5 条　商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な

書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一　商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二　商標登録を受けようとする商標
三　指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

２項　次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載し
なければならない。
一　商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その

変化の前後にわたるその文字、図形記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合
からなる商標

二　立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からな
る商標（前号に掲げるものを除く。）

三　色彩のみからなる商標（第一号に掲げるものを除く。）
四　音からなる商標
五　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

４項　経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省
令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で
定める物件を願書に添付しなければならない。

①　商標の種別
文字の商標と図形からなる商標とでは調査方法が異なりますので、まず、どち

らの商標を調査するかを選びます。
文字商標を調査する場合、「称呼」と呼ばれる商標の読みから検索するのが一

般的です。一方、図形商標を工業所有権情報・研修館の「特許情報プラットフォー
ム（J-PlatPat）」を利用して検索するというときは、図形タームや類似群を選ん
で、対象を絞り込みます。

②　商品・役務
次に、商標を使用する商品・役務を決めます。つまり、調査対象の商標が、そ

の指定商品等についてすでに出願されていないかを確認します。この場合、商標
法施行規則の別表に規定されている区分に従って、調査を行います。

③　類似群
商標と指定商品等だけの指定では、詳細な調査が難しい場合があります。この

ようなときに利用されるのが類似群です。類似群は、商品の生産・販売部門や、
原材料・品質、役務の提供の手段・目的・場所の同一性を考慮して分類されてお
り、互いに類似関係にある商品等を１つのグループとしてまとめています。商品・
役務の区分をいくつもまたがる類似群もあります。

詳細な調査をする際には、商品等の区分だけではなく類似群も活用しながら、
対象データを絞り込んでいきましょう。

3　類否判断
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商標登録を受けようとする商標が、願書に記載した「商標登録を受けようとす
る商標」（商５条１項２号）の記載のみによってはその態様を必ずしも明確に認
識することができないものである場合には、どのタイプの商標について出願する
のかについて意思表示をしなければなりません（商５条２項）。具体的には、動
きやホログラムのように商標に係る文字や図形等が変化する商標（第１号）、立
体商標（第２号）、色彩のみの商標（第３号）、音の商標（第４号）及び経済産業
省令で定める商標（第５号）については、それぞれの商標である旨を願書に記載
しなければなりません。

さらに、変化する商標、色彩のみの商標及び音の商標、今後政令で定める可能
性のある商標等については、「商標登録を受けようとする商標」の記載のみによっ
てはその内容を明確に特定することができないため、願書に商標の詳細な説明を
記載しなければなりません。加えて、音の商標におけるその音を記録した記録媒
体のように、商標登録を受けようとする商標を明確にするための物の提出が必要
な商標については、経済産業省令で定める物件を添付しなければなりません（商
５条４項）。

（2）一商標一出願の原則

対象ページ P81

該当箇所 10　商標登録を受けるための手続き

変更内容 商標法15条1項3号　改正

条文
商標法 14 条　特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

商標法 15 条　審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商
標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一　その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条

第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場
合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十
五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二　その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないも
のであるとき。

三　その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件
を満たしていないとき。

（2）実体審査

商標登録出願がされると、方式審査を経て、この商標が登録要件を有するか否
かについて、審査官による実体審査がなされます（商14条）。特許法のような出
願審査請求制度はありません。

この実体審査において、出願された商標が登録要件を満たしていないと判断さ
れると、出願人に対して拒絶理由が通知されます（商15条の２）。一方、政令で
定める期間内（１年６カ月以内）に拒絶理由を発見できないときは、原則として、
審査官は登録査定するように規定されています（商16条）。
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対象ページ P86

該当箇所 10　商標登録を受けるための手続き

変更内容 商標法7条の2第1項　改正

　条文
商標法 7 条　一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）
又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商
標の商標登録を受けることができる。

商標法 7 条の 2　事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有し
ないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する
者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を
付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利
活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれ
らに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標
であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果
自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く
認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）
にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一　地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に

用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

4　特殊な商標登録出願

対象ページ P94

該当箇所 11　商標権の管理と活用

変更内容 商標法2条3項9号、10号　新設

3　商標権の活用

商標権とは、特許庁に登録された商標を、自らが独占的に使用できるとともに、
他人に無断で使用させない権利です。商標権を活用するには、次の方法があります。

（1）登録商標の使用

条文
商標法 25 条　商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を

専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者が
その登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 2 条 3 項　この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一　商品又は商品の包装に標章を付する行為
二　商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡し

のために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物

を含む。以下同じ。）に標章を付する行為
四　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用

いて役務を提供する行為
五　役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物

を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六　役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する

行為
七　電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない

方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその
映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八　商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、
若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供
する行為

九　音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は
役務の提供のために音の標章を発する行為

十　前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

商標法 37 条　次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一　指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品
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対象ページ P98

該当箇所 11　商標権の管理と活用

変更内容 商標法26条1項2号、3号　改正

（2）商標の普通名称化の防止

商標が普通名称とならないように管理しなければなりません。普通名称になっ
てしまうと、登録商標であっても他人の使用を禁止できなくなり（商26条１項２
号、３号）、もし未登録の商標であれば、出願しても識別力を有しないとして登
録を受けられなくなるからです（商３条１項１号）。

商標が普通名称化するとは、新聞やテレビなどであたかもその商品の名称のよ
うに扱われてあまりに有名になりすぎ、商品等の識別機能を果たさなくなること
をいいます。「エスカレーター」や「セロファン」などがその例です。よく、「○
○は△△社の登録商標です」という表示を見かけますが、これは商標の普通名称
化を防止するための措置です。

条文
商標法 26 条　商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）

には、及ばない。
二　当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材

料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用
に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三　当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用
に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、
効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格を普通に用いられる方法で表示する商標

対象ページ P102～P103

該当箇所 12　商標権の侵害と救済［1］

変更内容 商標法26条1項2号、3号、５号　改正

商標法26条1項6号　新設

3　商標権を行使できない場合

条文
商標法 26 条　商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）

には、及ばない。
一　自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若

しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二　当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材

料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用
に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三　当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用
に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、
効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しく
は価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四　当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣
用されている商標

五　商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六　前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができる態様により使用されていない商標

2 項　前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の
肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれ
らの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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商標権は指定商品・指定役務について、登録商標を独占排他的に使用でき、ま
た、類似する範囲において他人の使用を禁止できる権利ですが、本来は拒絶され
るべき商標が間違って登録された場合や、事業活動をするうえで避けて通れない
商標などに関しては、第三者の自由な使用を保証するために、商標権の効力が制
限されます（商26条）。

例えば、他人に商標登録されているからといって、自分の氏名を普通に表示で
きないのでは不便です。したがって、不正競争の目的でなく、自己の氏名を普通
に用いられる方法で表示する限りは、商標権侵害にはならないとされています

（商26条１項１号、２項）。
また、「パソコン」や「コピー」のように、商品等の普通名称や商品等が通常

有する色彩や発する音等を普通に用いられる方法で表示する商標に対しても、商
標権の効力は及びません（商26条１項２号、３号）。商標権を取得した後に、そ
の登録商標が普通名称化してしまった場合などがこの規定に該当します。同様に、
慣用商標（商26条１項４号）や、商品または商品の包装の機能を確保するために
不可欠な立体的形状等を含む商品もしくは商品の包装または役務が当然に備える
特徴のみからなる商標（商26条１項５号）も、商標権の効力の範囲外です。

なお、試験または研究の目的で実施する場合、特許権や意匠権の効力は及びま
せんが（特69条１項、意36条）、商標法においては規定がありませんので、試験
または研究のための商標の使用についても、商標権は及びます。つまり、正当な
権限のない第三者が登録商標を使用した場合、試験や研究の目的でも、商標権侵
害となります。

対象ページ P109

該当箇所 13　商標権の侵害と救済［2］

変更内容 本文　改変

2　侵害することが明らかな場合

①　無効理由の確認
前述のような確認をしたところ、警告に係る商標権を侵害することが明らかに

なったときは、その出願日より前に出願された同一または類似の商標がないか等
を確認します。このような商標が存在する場合には、相手の商標権に係る商標は、
本来ならば登録査定を受けられない（商標登録出願が拒絶されるべきであった）
からです。

相手の商標権の有効性を否定できる資料が見つかったときは、登録異議の申立
てや商標登録無効審判を請求し、その商標登録を取消し、または無効にすること
ができます（商43条の２、46条）。

また、商標登録無効審判を請求しなくても、実際に侵害訴訟が提起された場合
には、無効理由がある商標権に基づいて権利行使はできないと、訴訟で主張する
ことも可能です（商39条で準用する特104条の３）。

②　登録商標の使用を確認
一定期間、登録商標が指定商品等に使用されていない場合は、不使用取消審判

により商標登録を取り消すことができます（商50条）。

③　相手の商標権を消滅させる
登録異議の申立てや商標登録無効審判、不使用取消審判を請求して、相手の商

標権を消滅させることができます。これにより、少なくとも差止請求で、商標の
使用が差し止められることはありません。

ただし、損害賠償については、審判の種類によりどの時点で商標権が消滅する
かが異なるため、請求される場合と免れられる場合があります。例えば、登録異
議の申立てや無効審判で消滅すれば、原則として初めから商標権が存在しなかっ
たものとみなされるので（商46条の２第１項）賠償請求を避けられます。一方、
不使用取消審判で消滅したときは、審判請求の登録日に消滅したものとみなされ
るので（商54条２項）、この登録日以前の損害については賠償を請求されるおそ
れがあります。

対象ページ P102～P103

該当箇所 12　商標権の侵害と救済［1］

変更内容 本文　改変
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対象ページ P110

該当箇所 13　商標権の侵害と救済［2］

変更内容 商標法43条の2第1項3号　新設

本文　削除

3　登録異議の申立て

誤って登録された商標に対して、商標公報発行日から２カ月以内であれば、登
録異議の申立てをすることができます（商43条の２第１項柱書）。登録異議の申立
ては、誰でも請求でき（商43条の２第１項）、取消決定が確定すると、その商標
権は初めから存在しなかったものとみなされます。

商標公報発行日から２カ月を経過している場合は、商標登録無効審判を請求しま
す。登録異議の申立ては、他の産業財産権法にはない制度です。

条文
商標法 43 条の 2　何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、

商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをするこ
とができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録につい
ては、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一　その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項

若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含
む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の
規定に違反してされたこと。

二　その商標登録が条約に違反してされたこと。
三　その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対し

てされたこと。

商標法 43 条の 3 第 3 項　取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しな
かつたものとみなす。

対象ページ P110～P112

該当箇所 13　商標権の侵害と救済［2］

変更内容 商標法46条1項3号～7号、２項、３項　改正

商標法46条の2第1項、第2項　改正

商標法47条1項　改正

本文　改変

4　商標登録無効審判

条文

商標法 46 条　商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効に
することについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指
定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求する
ことができる。
一　（省略）
二　（省略）
三　その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対し

てされたとき。
四　その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願

に対してされたとき。
五　商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する

特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又
はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。

六　商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、
第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七　地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなく
なつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若し
くは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条
の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

2 項　前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 項　前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

商標法 46 条の 2　商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初め
から存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号ま
でに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、
商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在し
なかつたものとみなす。
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2 項　前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当
するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審
判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

商標法 47 条　商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号ま
で若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登
録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目
的で商標登録を受けた場合を除く。）、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたと
き（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）又は商標登録が第四十六条第一項第四号
に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日か
ら五年を経過した後は、請求することができない。

 
2 項　商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合（商標が使用をされた結果

商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に
広く認識されているものでなかつた場合に限る。）であつて、商標権の設定の登録の日から
五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役
務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録につい
ての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

誤って登録された登録商標に対して、商標登録無効審判を請求することができ
ます。商標登録無効審判は、侵害警告を受けた人など、利害関係人でなければ請
求できません（商46条２項）。したがって、自分とは何の関係もないのに、興味
本位で無効審判を請求できません。

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定すると、その商標権は原則として初め
から存在しなかったものとみなされます（商46条の２）。そのため、差止請求だ
けではなく、損害賠償請求も免れることができます。

手続きなどは基本的に特許無効審判と同様ですが、異なる点もあり、例えば、
商標法３条の規定に違反して商標登録された場合は、商標権の設定登録日から５
年を経過した後は、商標登録無効審判を請求できなくなります（商47条）。一定
期間、無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、当該無効理由による瑕疵が
治癒したと考えられ、権利の安定化の観点からその法律状態を尊重し維持するた
めに、無効審判の請求が認められていません。

なお、商標登録無効審判は、商標権の消滅後においても請求できます（商46条
３項）。また、登録異議の申立てで商標登録を維持すべき旨の決定がされていて
も、その後に商標登録無効審判の請求を禁じる規定はないことから、無効審判請
求は可能といえます。

対象ページ P151

該当箇所 20　その他の条約

変更内容 項目　変更

本文　全文改変

3　ハーグ協定のジュネーブ改正協定

特許の国際出願に関する特許協力条約（PCT）や、商標の国際出願に対する
マドリッド協定議定書と同様に、意匠の国際出願についてはハーグ協定という条
約が存在します。日本はこれまで未加盟でしたが、ハーグ協定のジュネーブ改正
協定（ジュネーブ改正協定）への加入が決まり、2015年５月13日以降、意匠の国
際登録制度を利用して、一回の手続きで複数の締約国への一括出願が可能になる
等、簡易かつ低廉な手段により意匠の保護を受けることが可能になりました。

ジュネーブ改正協定による意匠の国際出願制度は、マドリッド協定議定書によ
る商標の国際出願制度と似ていますが、ジュネーブ改正協定では国際出願に関し
て基礎出願や基礎登録が必要とされない点で異なります。

（1）国際登録出願の流れ
意匠の国際出願をする場合、世界知的所有権機関（WIPO）の国際事務局に対

して直接または自国の官庁（日本の特許庁など）を通じて願書を提出します
（ジュネーブ改正協定４条（１）（ａ））。１つの国際出願で、保護を求める国（指
定国）を複数選択することができます。また、１つの国際出願に、最大100まで
の意匠を含めることができます。国際出願で提出する書類は、英語、フランス語、
スペイン語のいずれかの言語で作成する必要があります。

WIPO の国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に意匠を登
録します（ジュネーブ改正協定10条（１））。国際登録は、国際登録の日から各指
定国における正規の出願と少なくとも同一の効果を有します（ジュネーブ改正協
定14条（１））。国際登録された意匠は、国際登録から６カ月後、または出願人の
請求により国際登録後速やかにもしくは国際登録後30カ月以内の公表延期期間が
経過した後に、国際事務局によって国際公表されます（ジュネーブ改正協定10条

（３）（ａ））。
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指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る意匠の保護を拒絶する場
合には、拒絶の通報期間（国際公表から６カ月または12カ月）内に、その旨を
国際事務局に通報します（ジュネーブ改正協定12条（２）（ａ））。拒絶の通報を
行った意匠について、後に拒絶の理由が解消した場合には、国際事務局に対して
拒絶の取り下げの通報を行います。また、当該意匠の保護を認める場合には、拒
絶の通報期間の経過を待つことなく、国際事務局に対して保護の付与の声明を送
付することができます。

指定国の官庁が、①拒絶の通報後に当該通報を取り下げた場合にはその取り下
げ時、②拒絶の通報期間内に保護の付与の声明を行った場合にはその声明時、③
拒絶の通報期間内に拒絶する旨の通報をしない場合には拒絶の通報期間の経過時
から、当該意匠はその指定国においてその指定国の法令に基づく保護を受けるこ
とができます。

（2）国際登録の更新と各指定国における保護の存続期間
各指定国における権利の保護期間は、国際登録の日から５年ごとに国際登録が
更新されることを条件として、最低15年間です（ジュネーブ改正協定17条（２）

（３））。
国際登録の更新の手続きは国際事務局に対して行うものであり、指定国ごとに

行う必要はありません。

（3）ハーグ協定のジュネーブ改正協定を利用した国際登録出願のメリット
一度の手続きで複数国・複数意匠について、単一書類・単一言語・単一通貨で

の一括出願手続が可能となるため、複数国において意匠権を取得するために必要
な直接・間接コストの低廉化を図ることができます。

また、国際登録の更新や移転等の手続きは国際事務局に対する一回の手続きで
可能となるため、複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易になります。

対象ページ P151

該当箇所 20　その他の条約

変更内容 関連事項　新規追加

まとめ

・TRIPS協定は最恵国待遇の原則を採用している点で、パリ条約よりさらに高度
な保護水準を規定している

・PCTに似た制度として、商標についてはマドリッド協定議定書、意匠について
はハーグ協定がある

・ベルヌ条約は、著作物を国際的に保護するための制度である

ハーグ協定のジュネーブ改正協定の発効について関連事項

ハーグ協定は、1925年に「意匠の国際寄託に関するハーグ協定」として制定された
ものを起源としていますが、無審査主義国の制度を念頭において作成されたものであった
ため、これまで日本のように審査主義を採用する国の加入は困難でした。そこで、より多
くの国が参加しうる意匠の国際登録制度を確立するため、1999年 7月にジュネーブ改
正協定が制定され、2003年 12月に発効しました。
一方、我が国では、企業活動のグローバル化に伴い、日本の優れたデザイン製品を、模
倣被害を抑止しながら適切に海外発信することが、我が国企業の国際競争力を確保する上
で重要となっています｡ こうしたなか、我が国企業等が海外での意匠権を簡便な手続き、
低廉な費用で取得することができるよう、日本としてもジュネーブ改正協定に加入するこ
ととしました｡
2015年５月13日に、我が国についてジュネーブ改正協定が発効し、同日、特許法等
の一部を改正する法律（平成26年法律第36号）のうち、ジュネーブ改正協定実施のため
の規定も施行されることとなりました｡ これにより、平成27年５月13日以降、ジュネー
ブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能になりました。
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対象ページ P152～P153

該当箇所 20　その他の条約

変更内容 確認問題20・解答20　改変

Ⅰ  空欄に適切な語句を入れなさい。　　　　　　　※同じ数字には同じ語句が入ります
１～３．（省略）

４．ハーグ協定のジュネーブ改正協定による（⑥）制度とは、複数の国で（⑱）
登録を受ける際の手続きを簡素化するためのものである。保護を求める複数の
締約国を指定して（⑧）機関の（⑨）局に国際出願し、それが（⑥）されると、
各指定締約国において、（⑲）と同一の効果を有する。

５．（省略）

Question確認問題 20

Answer解答20

Ⅰ  
1～３．（省略）

４．ハーグ協定のジュネーブ改正協定による（⑥国際登録）制度とは、複数
の国で（⑱意匠）登録を受ける際の手続きを簡素化するためのものである。
保護を求める複数の締約国を指定して（⑧世界知的所有権）機関の（⑨国
際事務）局に国際出願し、それが（⑥国際登録）されると、各指定締約国
において、（⑲正規の出願）と同一の効果を有する。

５．（省略）


