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商標審査便覧 
 

目 次 

 

凡例 

 

 

１３．代理人 

 

１３．７１ 国際商標登録出願に国内代理人がいない場合の起案について 

 

 

１５．優先権 

 

１５．０１ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する優先権主張の効果の審査について 

 

１５．０２ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色

彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の「商標の一致」の判断について 

 

１５．０３ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する標準文字の「商標の一致」の判断について 

 

 

１６．出願時の特例 

 

１６．０１ 出願時の特例の主張に係る取扱い 

 

１６．０４ 特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

 

１７．分割、出願変更、補正却下の新出願 

 

１７．０３ 出願の変更があったときのもとの出願についての取扱い 

 

 

１８．セントラルアタック後の再出願 

 

１８．０１ セントラルアタック後の再出願に係る取扱い 
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１９．標準文字等に関する手続き 

 

１９．０１ 商標法第５条第３項に規定する標準文字の指定について 

  

 

１９．７１ 国際商標登録出願について「standard characters」である旨の宣言があった場合の

取扱い 

 

 

２０．審 査 

 

２０．０１ 面接等の実施に関する取扱い 

 

２０．０２ 早期審査制度 

 

２０．０３ 上申書等により応答期間の延長の求めがあった場合の取扱い 

 

２０．０４ 審査の手続の中止について 

 

 

２５．商標登録を受けようとする商標 

 

２５．０１ 商標法第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする際の手続について 

 

２５．７１ 国際商標登録出願において「標章音訳」、｢標章の翻訳」又は「標章の記述」の記載

があった場合の取扱い 

 

２５．７２ 国際商標登録出願における色彩についての取扱い 

 

 

２６．防護標章 

 

２６．０１ 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

 

２６．０２ 防護標章更新登録出願の願書と登録原簿との照合の結果、出願人が防護標章登録に

基づく権利を有する者と相違する場合の取扱い 

 

（２６．０３） 出願人の同一認定に関する取扱い 

→ ４２．１１１．０１ 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/19_01.pdf
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https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/20_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_72.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/26_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/26_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_01.pdf
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２７．団体商標、地域団体商標 

 

２７．０１ 団体商標の取扱いについて 

 

２７．０２ 地域団体商標の取扱いについて 

 

２７．７１ 国際商標登録出願において「Collective mark, certification mark, or guarantee 

mark」の記載がある場合の取扱い 

 

 

２８．小売等役務商標 

 

２８．０１ 商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示についての取扱い 

 

 

３１．要旨変更 

 

３１．７１ 国際事務局より通報された「商品等に関する限定 (limitation)」が要旨の変更と 

なる場合の取扱い 

 

 

４０．拒絶の理由の通知 

 

４０．０１ 先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知 

 

４０．０２ 商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の開示 

 

４０．０３ 政令で定める期間内における拒絶理由の通知 

 

４０．０４ 商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知 

 

４０．０５ セントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく商標権に係る商標を引用

する拒絶理由の通知 

 

 

４１．第３条 

 

４１．０１ 商標法第３条の趣旨に反する場合の審査運用について 

 

 

４１．１００ 第３条第１項柱書 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/28_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/31_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_05.pdf
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４１．１００．０１ 出願人の名義変更があった場合の商標法第３条第１項柱書の取扱い 

 

（４１．１００．０２）立体商標の願書への記載について 

→ ４９．０１  

 

４１．１００．０３ 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用につ

いて 

 

 

４１．１００．０４ 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋

然性が高い商標登録出願について 

 

４１．１００．０５ 出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務に係る商品又は役務

を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の取扱い 

 

 

４１．１０１ 第３条第１項第１号 

 

（４１．１０１．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

 

４１．１０３ 第３条第１項第３号 

 

４１．１０３．０１ 外国の地名等に関する商標について 

 

４１．１０３．０２ 建造物の名称等からなる商標登録出願の取扱い 

 

４１．１０３．０３ 国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い 

 

（４１．１０３．０４） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２ 

 

（４１．１０３．５２） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４１．１０５ 第３条第１項第５号 

（４１．１０５．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
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４１．１０６ 第３条第１項第６号 

 

（４１．１０６．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

 

（４１．１０６．５２） 「国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い」についての説

明 

→ ４１．１０３．０３  

 

４１．２００ 第３条第２項 

（４１．２００．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

 

４２．第４条 

 

４２．１０１ 第４条第１項第１号 

 

４２．１０１．０１ 外国の国旗の取扱い 

 

 

４２．１０３ 第４条第１項第３号 

 

４２．１０３．０１ 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 

 

４２．１０４ 第４条第１項第４号 

 

４２．１０４．０１ 商標法第４条第１項第４号に規定する赤十字等の標章について 

 

 

４２．１０５ 第４条第１項第５号 

 

（４２．１０５．５１） 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 → ４２．１０３．０１ 

 

 

４２．１０７ 第４条第１項第７号 

 

４２．１０７．０２ 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標（「××

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_101_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_104_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_02.pdf
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士」「××博士」等）の取扱い  

 

４２．１０７．０３ 暴力団に係る標章（代紋等）の取扱い 

 

４２．１０７．０４ 歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取

扱いについて 

 

４２．１０７．０５ 歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い 

 

４２．１０７．０６ 家紋からなる商標登録出願の取扱い  

 

４２．１０７．０７ 著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い  

 

４２．１０７．３５ 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれ

がある商標（「○○審議会」「○○公団」「○○協会」等）の取扱い 

 

４２．１０７．３６ 「会社」等の文字を有する商標の取扱い 

 

（４２．１０７．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

   

（４２．１０７．５２） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

 

４２．１０８ 商標法第４条第１項第８号 

 

４２．１０８．０１ 第４条第１項第８号に関する承諾書の取扱い 

 

（４２．１０８．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

 

４２．１１０ 商標法第４条第１項第１０号 

 

４２．１１０．０１ 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項第１

０号等の適用について 

 

（４２．１１０．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

   

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_35.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_36.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
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（４２．１１０．５２） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

 

（４２．１１０．５３） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１０．５４） 他人の周知商標と同一又は類似の商標について（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０８  

 

 

４２．１１１ 商標法第４条第１項第１１号 

 

４２．１１１．０１ 出願人の同一認定に関する取扱い 

 

４２．１１１．０３ 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 

 

（４２．１１１．５１） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

 

（４２．１１１．５２） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１１．５３） 他人の商標との類否判断について（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０６  

 

 

４２．１１４ 商標法第４条第１項第１４号 

 

４２．１１４．０１ 種苗の登録品種の名称に関する取扱い 

 

 

４２．１１５ 商標法第４条第１項第１５号 

 

（４２．１１５．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

（４２．１１５．５２） 建造物の名称等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０２ 

 

（４２．１１５．５３） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_114_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf


 

- 8 - 

 

   

（４２．１１５．５４） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１５．５５） 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断につい

て（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０９  

 

（４２．１１５．５６） 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項

第１０号等の適用について 

→ ４２．１１０．０１ 

 

 

４２．１１６ 商標法第４条第１項第１６号 

 

（４２．１１６．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

（４２．１１６．５２） 建造物の名称等を表す商標について 

→ ４１．１０３．０２ 

 

（４２．１１６．５３） 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載につい

て 

→ ４７．１０１．０７  

 

（４２．１１６．５４） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４２．１１７ 商標法第４条第１項第１７号 

 

４２．１１７．０１ ＴＲＩＰＳ協定を踏まえた商標法第４条第１項第１７号の解釈について 

 

４２．１１７．０２ 商標法第４条第１項第１７号の規定による産地の指定について 

 

４２．１１７．０３ 世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する

標章について 

 

（４２．１１７．５１） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_09.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
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４２．１１８ 商標法第４条第１項第１８号 

 

４２．１１８．０１ 商品又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(商標法

第４条第１項第１８号)に関する取扱い 

 

 

４２．１１９ 商標法第４条第１項第１９号 

 

４２．１１９．０１ 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

 

４２．１１９．０２  外国標章等の保護に関する取扱い 

 

４２．１１９．０３  商標法第４条第１項第１９号に関する審査について 

 

 

４４．同日出願 

 

４４．０１ 商標法第８条第５項に規定するくじの取扱い 

 

４４．０２ 複雑な競合関係にある商標法第８条第５項に係る「くじ」の実施方法について（審

査事例） 

 

 

４５．重複出願 

 

４５．７１  商標法第６８条の１０で規定する国際商標登録出願の出願時の特例についての取扱

い 

 

 

４６．第６条 

 

４６．０１ 指定商品又は指定役務の審査に関する運用について 

 

 

４７．第７条の２ 

 

４７．１０１．０１ 地域団体商標登録出願に係る主体要件について 

 

４７．１０１．０３ 外国の地名に係る地域団体商標の周知性について 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_118_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/44_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/44_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/45_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_03.pdf
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４７．１０１．０４ 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなること 

 

４７．１０１．０５ 商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有することについて 

 

４７．１０１．０６ 他人の商標との類否判断について 

 

４７．１０１．０７ 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載について 

 

４７．１０１．０８ 他人の周知商標と同一又は類似の商標について 

 

４７．１０１．０９ 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断について 

 

４７．１０１．１０ 地域団体商標に係る団体の構成員について 

 

（４７．１０１．５１） 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項

第１０号等の適用について 

→ ４２．１１０．０１ 

 

４７．１０１. １１ 地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体

要件について 

 

 

４９．立体商標 

 

４９．０１ 立体商標の願書への記載について 

 

４９．０２ 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

 

４９．０３ 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断について 

 

 

５２．動き商標 
 

５２．０１ 動き商標の願書への記載について 

 

 

５４．色彩のみからなる商標 

 

５４．０１ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の記載）について 

 

５４．０２ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の詳細な説明）について 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_09.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/52_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_02.pdf
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５４．０３ 色彩のみからなる商標の出願における「金色」等の色彩に関する取扱い 

 

５４．０４ 色彩のみからなる商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真によ

り記載されている場合の取扱い 

 

５４．０５ 色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い 

 

５４．０６ 色彩のみからなる商標における使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い 

 

５４．０７ 色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法（色彩の同一性

の判断）について 

 

５４．０８ 色彩のみからなる商標に関する第４条第１項第１１号の審査における取引の実情の

考慮について 

 

 

５５．音商標 

   

５５．０１ 音商標の願書への記載及び物件について 

 

５５．０２ 音商標の願書への記載（五線譜にて商標を表す場合）ついて 

 

５５．０３ 音商標の願書への記載（文字にて商標を表す場合）について 

 

５５．０４ 音商標の願書への記載（五線譜及び文字の組み合わせにて商標を表す場合）につい 

て 

 

 

５６．位置商標 

 

５６．０１ 位置商標の願書への記載について 

 

５６．０２ 位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されて

いる場合の取扱い 

 

５６．０３ 位置商標における識別力の考え方について 

 

 

８５．出願公開 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_03.pdf
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８５．０１ 出願公開に伴う、「公序良俗を害するおそれのある商標」及び「公序良俗を害するお

それのある指定商品又は指定役務」について 

 

８５．７１ 国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の翻訳の作成と公報等への掲載に関

する取扱い 

 

 

８８．外国政府等との取決め 

 

８８．０１ 外国政府等との取決めについて 

 

 

８９．情報の提供 

 

８９．０１ 商標登録出願に関する情報提供について 

 

８９．０２ 国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供につ

いて 

 

８９．０３ 博覧会の賞に関する情報提供について 

 

 

Ａ１．基礎登録又は基礎出願 

 

Ａ１．０１ ２以上の基礎となる商標登録又は商標登録出願に関する取扱い 

 

 

Ａ２．国際登録出願に係る商標 

 

Ａ２．０１ 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一に関する取扱

い 

 

Ａ２．０２ 基礎登録又は基礎出願が立体商標である場合の商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０３ 基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字による場合の国際登録出願における標

準文字の宣言と商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０４ 色彩を構成要素としている商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０５ 国際登録出願に係る商標（ラテン文字、アラビア数字、ローマ数字以外の表記）の

音訳についての取扱い 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/85_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/85_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a1_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_05.pdf
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Ａ２．０６ 国際登録出願に係る商標の翻訳についての取扱い 

 

Ａ２．０７ 国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い（商標法第５条第４項で規定する

商標の詳細な説明を除く） 

 

Ａ２．０８ 国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い（商標法第５

条第４項で規定する商標の詳細な説明について） 

 

 

Ａ３．国際登録出願に係る商品又は役務 

  

Ａ３．０１ 国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い 

 

Ａ３．０２ 国際登録出願に係る類の記載に関する取扱い 

 

Ａ３．０３ 国際登録出願に係る商品及び役務の記載に関して国際事務局から欠陥の通報があっ

た場合の取扱い 

 

 

Ａ８．国際事務局への通報 

 

Ａ８．０１ 基礎登録又は基礎出願に係る指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が消滅した

場合における国際事務局への通報について 

 

Ａ８．０２ 基礎登録又は基礎出願の分割があった場合の国際事務局への通報について 

 

 

資  料 

 

巻末資料１－１ 平成２８年９月２３日に指定された標準文字一覧  

 

巻末資料１－２ 平成９年２月２４日に指定（平成１５年及び平成１６年に文字追加）された標

準文字一覧 

（→１９．０１） 

 

巻末資料２－１ 商標法第４条第１項第１７号に規定する世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟国のぶど

う酒又は蒸留酒の産地を表示する標章について 

（→４２．１１７．０３） 

 

巻末資料２－２ ＷＴＯ加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a8_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a8_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/19_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/data2_1.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/data2.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/data2.htm
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/data2_2.pdf



