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１．調査事項 

（１） 調査目的 

 近年中国や台湾において、日本の地名等が第三者によっ
て商標登録される事例が多発しており、地方公共団体や
地域団体商標の権利者等がその対応に苦慮している。 

（例） 

  

 

 

 

 同様の問題が調査対象国においても発生していないかを
把握し、かつ、第三者によって登録された登録商標に対す
る対抗策を検討することを本調査の目的とする。 
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１．調査事項 

（２） 調査事項 

① 日本の都道府県名、政令指定都市名、地域団体商標名
並びにＪＥＴＲＯが指定する地名（「地名等」）の商標登録
の有無 

② 第三者によって登録された地名等の登録商標に対する 
対抗策の検討 

（３） 対象国 

 インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、 
ベトナム 
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２． 調査方法 

（１） 検索用語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索対象 検索語 例 

都道府県名 英語地図表記 Ｔｏｋｙｏ、Ｏｓａｋａ 

政令指定都市名 英語地図表記 Ｓａｐｐｏｒｏ、Ｋｏｂｅ 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

 

英語地図表記 
 

「日本」のみ英訳、
現地語訳を含む 
４語で検索 

 

Ｋａｎｔｏ、Ｇｉｎｚａ 
 

Ｎｉｈｏｎ、Ｎｉｐｐｏｎ、Ｊａｐａｎ、
Ｊｅｐａｎｇ（インドネシア語） 
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２． 調査方法 

（１） 検索用語 
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検索対象 検索語 例 

地域団体商標 

 

英語表記※ 

 
牛は「Ｇｙｕ」と「Ｕｓｈｉ」 

の両方で検索 
 

英語を含むものは同
部分の英訳・現地語
訳を含む３語で検索 

 

宇治茶：Ｕｊｉ Ｃｈａ 
 
近江牛：Ｏｕｍｉ Ｇｙｕ、 

Ｏｕｍｉ Ｕｓｈｉ 
 
神戸ビーフ：Ｋｏｂｅ Ｂｉｉｆｕ、 
Ｋｏｂｅ Ｂｅｅｆ、       
Ｋｏｂｅ Ｄａｇｉｎｇ Ｓａｐｉ   
（インドネシア語） 

※ 日本国特許庁「Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｂｒａｎｄｓ ｉｎ ＪＡＰＡＮ – Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ  
Ｔｒａｄｅｍａｒｋｓ-」に記載されている英語表記（Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ） 
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２． 調査方法 

（２） 検索システム 
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国 名 検索システム名 提供主体 

インドネシア ＤＥＴＡＢＥＡＳＥ ＭＥＲＥＫ インドネシア知的財産権総局 

マレーシア ＩＰ ＯＮＬＩＮＥ ＳＥＡＲＣＨ マレーシア知的財産公社 

フィリピン Ｔｒａｄｅｍａｒｋ Ｓｅａｒｃｈ フィリピン知的財産庁 

シンガポール ｅＴｒａｄｅｍａｒｋｓ Ｓｅａｒｃｈ シンガポール知的財産庁 

タ イ ＳＡＥＧＩＳ トムソン・ロイター社 

ベトナム ＩＰ－Ｌｉｂ ベトナム知的財産庁 
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２． 調査方法 

① インドネシア 
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② マレーシア 
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２． 調査方法 
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③ フィリピン 
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２． 調査方法 
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④ シンガポール 
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２． 調査方法 
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⑤ タイ 
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２． 調査方法 
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⑥ ベトナム 
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２． 調査方法 
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３． 調査結果（商標登録検索） 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（１） インドネシア 

 以下の地名等について同一又は類似の商標あり 
都道府県名 

東京(6)、大阪(19)、北海道(2)、青森、宮城(5)、秋田(5)、山形(2)、福島(2)
栃木、埼玉、千葉、神奈川、富山(5)、石川、福井(2)、愛知(4)、滋賀、京都(9)
兵庫、奈良(9)、岡山(3)、広島(2)、山口(3)、徳島、香川、高知(2)、福岡(3)
佐賀(10)、長崎(3)、宮崎(3)、鹿児島(4)、沖縄(7) 

政令指定都市名 

札幌(6)、仙台(3)、さいたま、千葉、横浜(5)、川崎(2)、名古屋(11)、京都(9)
大阪(19)、堺(6)、神戸(13)、岡山(3)、 広島(2)、福岡(3) 

地域団体商標 

該当なし 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本(5)、本州(3)、東北、近畿、九州(6)、関西(10)、渋谷(4)、原宿(3)、  
秋葉原、銀座(6)、小樽、富良野(3) 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

１ 東京 

出願日 2011年6月16日 

登録日 2013年9月19日 

権利者 Richard Lityo 

第２類 塗料等 

２ 北海道 

出願日 2008年2月6日 

登録日 2009年9月7日 

権利者 YEONO SDN. BHD. 

第43類 レストラン等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

３ 宮城 

出願日 2011年10月17日 

登録日 2013年8月26日 

権利者 Sendy Parmon 

第21類 化粧用品等 

４ 神戸 

出願日 1995年3月18日 

登録日 2006年11月20日 

権利者 PT INKHA BELYAN  
INTERNATIONAL 

第20類 家具等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（２） マレーシア  

 以下の地名等について同一又は類似の商標あり 

都道府県名 

大阪、北海道(5)、宮城、秋田(5)、栃木、富山(3)、石川、山梨、長野、奈良     
香川、高知、福岡(2)、佐賀(14)、長崎、宮崎、沖縄 

政令指定都市名 

横浜(9)、川崎、大阪、堺、神戸(2)、福岡(2) 

地域団体商標 

宇治茶 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本(2)、近畿(3)、中国、原宿(6)、銀座 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例）  

１ 大阪 

出願日 2005年10月19日 

登録日 2009年7月8日 

権利者 PERFECT COMPANION 
(M) SDN. BHD. 

第31類 飼料等 

２ 沖縄 

出願日 2014年3月28日 

登録日 審査中 

権利者 ARMADA CEKAP SDN. 
BHD. 

第12類 自動車等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

３ 宇治茶 

出願日 2007年11月28日 

登録日 2009年9月3日 

権利者 RICH SALUTE SDN. BHD. 

第5類 健康補助食品等 

４ 日本 

出願日 2007年6月26日 

登録日 審査中 

権利者 FRAMES N LENSES SDN. 
BHD. 

第9類 メガネレンズ等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（３） フィリピン 

 以下の地名等について、同一又は類似の商標あり 

都道府県名 

東京(6)、大阪(6)、北海道(2)、宮城、秋田(5)、富山、長野、愛知、滋賀        
京都(5)、佐賀(2) 

政令指定都市名 

札幌、横浜(5)、川崎(5)、名古屋(3)、京都(5)、大阪(6)、神戸(10) 

地域団体商標 

該当なし 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本(9)、関東(2)、中国、関西、銀座(2) 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

１ 愛知 

出願日 2006年8月25日 

登録日 2006年9月25日 

権利者 CITIMAX GROUP, INC. 

第30類 スナック菓子等 

２ 銀座 

出願日 2009年8月10日 

登録日 2010年10月21日 

権利者 MONROE MULTINATION 
AL-GROUP, INC. 

第7,12,27類 オイルフィルター等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（４） シンガポール  

 以下の地名等について、同一又は類似の商標あり 

都道府県名 

東京(3)、北海道、秋田、千葉、富山(5)、福井、京都(2)、奈良(3)、佐賀(7)  
長崎 

政令指定都市名 

千葉、川崎(5)、名古屋、京都(2) 

地域団体商標 

今治タオル、神戸牛、神戸肉、神戸ビーフ、但馬牛、但馬ビーフ、十勝川西長いも、
飛騨牛、PROSCIUTTO DI PARMA 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本、近畿(2)、関西(2)、銀座 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

１ 千葉 

出願日 2003年11月3日 

登録日 2004年7月20日 

権利者 FRASER AND NEAVE 
LIMITED 

第30,32類 お茶等 

２ 富山 

出願日 1994年9月5日 

登録日 不明 

権利者 BISKUT FOH SAN SDN. 
BHD. 

第30類 月餅等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例）  

３ 京都 

出願日 2006年12月4日 

登録日 2008年1月7日 

権利者 Mathew Lee Chee Yong 

第43類 レストラン等 

４ 日本 

出願日 2014年１月23日 

登録日 審査中 

権利者 NUK AUTO PARTS PTE. 
LTD. 

第17類 ガスケット等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（５） タイ  

 以下の地名等について、同一又は類似の商標あり 

都道府県名 

東京、大阪(3)、北海道(3)、千葉、富山(2)、長野、岐阜、愛知、三重、京都     
奈良(11)、徳島、香川、高知、福岡、佐賀(8)、大分(2) 

政令指定都市名 

千葉、横浜、名古屋(2)、京都、大阪(3)、堺(4)、神戸(4)、福岡 

地域団体商標 

神戸牛、神戸肉、神戸ビーフ、但馬ビーフ、豊後牛、美濃焼 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本(3)、関東(6)、近畿、関西(7)、梅田(2)、渋谷、原宿(2)、銀座、富良野 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

１ 北海道 

出願日 不明 

登録日 不明 

権利者 Worrawit Wongsanprasert 

第29類 牛乳等 

２ 奈良 

出願日 不明 

登録日 不明 

権利者 NR Instant Product CO., 
LTD. 

第30類 ソース等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

３ 福岡 

出願日 不明 

登録日 不明 

権利者 Poon Chin 

第29類 サプリメント等 

４ 原宿 

出願日 不明 

登録日 不明 

権利者 Suriya La Num 

第24類 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（６） ベトナム 

 以下の地名等について、同一又は類似の商標あり 

都道府県名 

東京、大阪(4)、北海道、秋田(2)、千葉、富山、長野、三重、京都、奈良(2)     
岡山、香川(2)、佐賀(5) 

政令指定都市名 

仙台(4)、千葉、横浜、川崎(3)、京都、大阪(4)、堺(4)、神戸(3)、岡山 

地域団体商標 

近江牛 

ＪＥＴＲＯ指定地名 

日本(8)、関東(2)、四国(2)、関西(6)、小樽 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（例） 

 
１ 北海道 

出願日 2013年9月13日 

登録日 審査中 

権利者 CONG TY TNHH BELL FOODS 
VIET NAM 

第30類 ソース等 

２ 関東 

出願日 2010年12月23日 

登録日 審査中 

権利者 Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ lắp ráp Minh Đạt 

第7,8類 機械類等 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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３． 調査結果（商標登録検索） 

（６） まとめ－検索ヒット件数 
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４． 調査結果（対抗策） 
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４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

 

（１） インドネシア  

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 インドネシアの地理的表示は登録不可 

 但し、上記「地理的表示」には外国の地理的表示は含
まれないため、日本の地名等は誰でも登録可能 

 また、著名商標は原則として登録不可（もっとも、先願
主義が採用されているため、外国の著名商標であって
も第三者が登録できてしまう可能性が高い） 

⇨ インドネシアでは、第三者が日本の「地名等」を商標登
録するのは容易 

⇨ 先に商標登録するのが最大の対抗策 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 出願公告期間中（３か月）に、知的財産権総局に対
して、異議申立を行うことができる 

 誰でも異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、「日本の地名等」が著
名商標に該当することや当該出願が悪意によって行
われていること等を立証する必要がある 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 
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４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 出願人又は権利者に限り、商務裁判所に対して取消
請求できる 

 期間制限：登録から５年以内（原則） 

 出願又は保有している商標と類似していることや悪
意による出願であること等を立証する必要がある 

( ii ) 不使用抹消請求 

 ３年以上使用されていない場合等には、商務裁判所
に対して不使用抹消請求できる 

 誰でも請求可能 

 
© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 



39 

４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 自己の登録商標の類似商標が不法に使用されてい
る場合には、権利者に限り、商務裁判所に対して、損
害賠償・使用差止等の民事裁判を提起できる 

( ii ) 刑事罰（商標法） 

 商標法に違反して第三者の登録商標の同一又は類
似商標を使用している場合には、４～５年以下の禁
錮及び／又は８～１０億ルピア以下の罰金 

 権利者に限り、警察に対して、摘発するよう告発でき
る 
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４． 調査結果（対抗策）－インドネシア 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 誰でも可 知的財産総局 登録拒絶 

取消請求 権利者又は出願人 商務裁判所 登録商標の取消 

不使用   
抹消請求 

誰でも可 商務裁判所 登録商標の抹消 

損害賠償等 
（商標法） 

権利者 商務裁判所 
損害賠償 
使用差止等 

罰則 
（商標法） 

権利者 警 察 

４～５年以下の禁錮 
及び／又は 

８～１０億ルピア以下
の罰金 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

 

（２） マレーシア  
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 国内外を問わず、地名を直接意味する用語は商標登
録不可 

 但し、地名と他の単語又は図形との組み合わせにより
地名以外の意味を有する用語（ex. 地域団体商標）は
登録が認められる可能性がある 

 もっとも、マレーシア国内において著名と認められる商
標について誤認を生じさせる商標は登録不可 

⇨ マレーシアでは、第三者が日本の地名を商標登録する
ことはできない 

⇨ 但し、地域団体商標の場合には、マレーシア国内で著
名でない限り、先行して登録する必要あり 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 出願公告期間中（２か月）に、知的財産公社に対して、
異議申立を行うことができる 

 誰でも異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、当該出願商標が地名
を直接意味する用語であることや「日本の地名等」が
著名商標に該当し、当該出願商標がこれに類似する
こと等を立証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 当該登録商標によって、権利侵害を受けている者は、
高等裁判所に対して取消請求できる 

 期間制限：登録から７年以内（原則） 

 (a)当該登録商標が商標法に違反して登録されてい
る、(b)使用の意図がなく登録され、実際に使用され
ていない、(c)３年以上使用されていないこと等を立
証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 自己の登録商標と同一又は類似商標が使用されて
いる場合には、権利者に限り、高等裁判所に対して、
損害賠償・使用差止等の民事裁判を提起できる 

 Passing Off：(a)事業に関連して商標を使用し、かつ、
当該事業について評判及び信用を有しており、(b)当
該商標に類似した商標が第三者によって使用されて
おり、かつ、(c)それによって損害を被っている場合に
も、高等裁判所に対して、損害賠償・使用差止等の
民事裁判を提起できる 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

④ その他の対抗策 

( ii ) 刑事罰 

(ａ) 取引表示法 

 登録商標に関して虚偽表示を行っている場合には、３年以
下の懲役及び／又は１万～１万５千リンギット以下の罰金 

 権利者に限り、国内取引・協同組合・消費者庁に対して、摘
発するよう告発できる 

(ｂ) 消費者保護法 

 虚偽表示等により消費者を欺罔している場合には、３年以
下の懲役及び／又は１０万～２５万リンギット以下の罰金 

 国内取引・協同組合・消費者庁に対して、摘発するよう告
発できる 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 誰でも可 知的財産公社 登録拒絶 

取消請求 
権利侵害を 
受けている者 

高等裁判所 取消 

損害賠償等 
（商標法） 

登録商標の権利者 高等裁判所 
損害賠償 
使用差止等 

損害賠償等 
(Passing Off) 

事業に関連して商標を 
使用し、かつ、当該事業に
ついて評判及び信用を 

有している者 

裁判所 
損害賠償 
使用差止等 
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４． 調査結果（対抗策）－マレーシア 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

罰 則 
（取引表示法） 

権利者 
国内取引・共同
組合・消費者省 

３年以下の懲役 
及び／又は 

１万～１万５千リンギット
以下の罰金 

罰 則 
（消費者 
保護法） 

虚偽表示等を 
受けている者 

国内取引・共同
組合・消費者省 

３年以下の懲役 
及び／又は 

１０万～２５万リンギット
以下の罰金 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

 

（３） フィリピン  
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 国内外を問わず、地名のみから構成される用語は商標
登録不可 

 但し、地名と他の単語又は図形との組み合わせにより
地名以外の意味を有する用語（ex. 地域団体商標）は
登録が認められる可能性がある 

 もっとも、フィリピン国内において著名と認められる商
標について誤認を生じさせる商標は登録不可 

⇨ フィリピンでは、第三者が日本の地名を商標登録するこ
とはできない 

⇨ 但し、地域団体商標の場合には、フィリピン国内で著名
でない限り、先行して登録する必要あり 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 出願公告から３０日以内に、知的財産庁に対して、
異議申立を行うことができる 

 当該商標出願によって損害を受けるおそれのある者
（出願人である必要はない）が異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、当該出願商標が地名
を直接意味する用語であることや「日本の地名等」が
著名商標に該当し、当該出願商標がこれに類似する
こと等を立証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 当該登録商標によって、損害を受けている者は、知的
財産庁に対して取消請求できる 

 期間制限：登録から５年以内（原則） 

 (a)当該登録商標によって損害を受けている、 
(b)当該商標が知的財産法に違反して登録されている、
(c)３年以上使用されていないこと等を立証する必要が
ある 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 登録商標によって、損害を受けるおそれのある者は、
裁判所に対して、損害賠償・使用差止等の民事裁判
を提起できる 

( ii ) 行政罰 

 登録商標によって、損害を受けるおそれのある者は、
知的財産庁に対して、罰金（５千～１５万ペソ）等の
行政罰を求めることができる 

⇨ 民事裁判よりも迅速かつ安価で対抗できる 

 

© 2015 TMI Associates (Singapore) LLP All rights reserved. 



54 

４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

④ その他の対抗策 

( iii ) 刑事罰 

(ａ) 知的財産法 

 虚偽表示等を行っている場合には、２年～５年の懲役及び
５万～２０万ペソの罰金 

 虚偽教示によって損害を受けている者は、警察又は国家捜
査局に対して、摘発するよう告発できる 

(ｂ) 刑法 

 虚偽表示等を行っている場合には、６月～２年４月の懲役
及び／又は５００～２０００ペソの罰金 

 虚偽教示によって損害を受けている者は、警察又は国家捜
査局に対して、摘発するよう告発できる 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 
登録出願により 

損害を受けるおそれ
がある者 

知的財産庁 登録拒絶 

取消請求 
登録商標により 

損害を受けるおそれ
がある者 

知的財産庁 登録商標の取消 

損害賠償等 
（知的財産法） 

虚偽表示等により 
損害を受けるおそれ

がある者 
裁判所 

損害賠償 
使用差止等 

行政罰 
（知的財産法） 

虚偽表示等によって
被害を受けている者 

知的財産庁 罰金等 
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４． 調査結果（対抗策）－フィリピン 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

罰 則 
（知的財産法） 

虚偽表示等によって
被害を受けている者 

警察又は 
国家捜査局 

２～５年の懲役及び 
５～２０万ペソの罰金 

罰 則 
（刑 法） 

虚偽表示等によって
被害を受けている者 

警察又は 
国家捜査局 

６月～２年４月の懲役
及び 

５００～２０００ペソの
罰金 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

 

（４） シンガポール  
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 国内外を問わず、専ら地名から構成される用語は商標
登録不可 

 但し、地名と他の単語又は図形との組み合わせにより
地名以外の意味を有する用語（ex. 地域団体商標）は
登録が認められる可能性がある 

 もっとも、シンガポール国内において著名と認められる
商標及び商品の原産地について公衆を欺罔するような
商標は登録不可 

⇨ シンガポールでは、第三者が日本の地名を商標登録す
ることはできない 

⇨ 但し、地域団体商標の場合には、シンガポールで著名
でない限り、先行して登録する必要あり 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 公告期間中（２か月）に、知的財産庁に対して、異議
申立を行うことができる 

 誰でも異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、当該出願商標が専ら
地名から構成されていることや「日本の地名等」が著
名商標に該当し、当該出願商標がこれに類似するこ
と等を立証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 誰でも、知的財産庁又は裁判所に対して、取消請求でき
る 

 期間制限：なし 

 (a)登録から５年以内に使用が開始されていない、(b)５
年以上継続して使用されていない、(c)当該商標が性質、
品質又は原産地等について公衆を誤認させている等を立
証する必要がある 

( ii ) 無効請求 

 商標法に違反して登録されている商標に対しては、誰でも、
裁判所又は知的財産庁に対して、無効請求できる 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 自己の登録商標を侵害された場合には、権利者に限
り、裁判所に対して、損害賠償・使用差止等の民事
裁判を提起できる 

 Passing Off：(a)商標を使用してシンガポールにおい
て事業を遂行し、当該事業について評判及び信用を
有しており、(b)当該商標に類似した商標が第三者
によって使用されており、かつ、(c)それによって損害
を被っている場合にも、裁判所に対して、損害賠償・
使用差止等の民事裁判を提起できる 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

④ その他の対抗策 

( ii ) 刑事罰 

(ａ) 商標法 

 登録商標の偽造又は不正使用等を行っている場合には、 
５年以下の懲役及び／又は１０万シンガポールドル以下の
罰金 

 当該登録商標の権利者に限り、警察に対して、摘発するよ
う告発できる 

(b) 消費者保護法 

 生産地等について誤表示を行っている場合には、２年以下
の懲役及び／又は１万シンガポールドル以下の罰金 

 誤表示を受けている者は、通商産業省に対して、摘発する
よう告発できる 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 誰でも可 知的財産庁 登録拒絶 

取消請求 誰でも可 
知的財産庁 
裁判所 

登録商標の取消 

無効請求 誰でも可 
知的財産庁 
裁判所 

登録商標の抹消 

損害賠償等 
（商標法） 

登録商標の権利者 裁判所 
損害賠償 
使用差止等 
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４． 調査結果（対抗策）－シンガポール 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

損害賠償等
(Passing Off) 

商標を使用してシンガポー
ルにおいて事業を遂行し、
当該事業について評判及
び信用を有している者 

裁判所 
損害賠償 
使用差止等 

罰 則 
（商標法） 

登録商標の権利者 警 察 

５年以下の懲役 
及び／又は 

１０万シンガポール
ドル以下の罰金 

罰 則 
（消費者 
保護法） 

誤表示されている者 通商産業省 

２年以下の懲役 
及び／又は 

１万シンガポールド
ル以下の罰金 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

 

（５） タイ  
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 国内外を問わず、地名的名称は識別力がないものとし
て商標登録不可 

 但し、地名と他の単語又は図形との組み合わせにより
地名以外の意味を有する用語（ex. 地域団体商標）は
登録が認められる可能性がある 

 また、著名商標は登録が認められない可能性がある 

⇨ タイでは、第三者が日本の地名を商標登録することは
できない 

⇨ 但し、地域団体商標の場合には、著名商標でない限り
先行して登録する必要あり 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 出願公告期間中（９０日）に、知的財産庁に対して、
異議申立を行うことができる 

 誰でも異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、当該出願商標が地名
表示であること、当該出願人よりも優先権を有してる
こと又は「日本の地名等」が著名商標に該当し、当該
出願商標がこれに類似すること等を立証する必要が
ある 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 当該登録商標の利害関係人に限り、知的財産庁又
は裁判所に対して取消請求できる 

 期間制限：なし（原則） 

 (a)商標法に違反して登録されている、(b)３年以上
使用されていない、(c)当該登録商標の権利者よりも
優先権を有している等を立証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 自己の登録商標が模倣、偽造されている場合には、
権利者に限り、裁判所に対して、損害賠償・使用差
止等の民事裁判を提起できる 

 Passing Off：(a)周知商標を有しており、(b)当該商
標に類似した商標が、第三者によって類似した商品・
役務に使用されており、(c)当該第三者が不正の意
図を有している場合にも、裁判所に対して、損害賠
償・使用差止等の民事裁判を提起できる 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

④ その他の対抗策 

( ii ) 刑事罰 

(ａ) 商標法 

 登録商標の偽造又は模倣等を行っている場合には、４年以
下の禁錮及び／又は４０万バーツ以下の罰金 

 当該登録商標の権利者に限り、知的財産庁に対して、摘発
するよう告発できる 

(ｂ) 刑法 

 第三者の商標と公衆を誤認させるような表示を使用した場合
には、１年以下の懲役及び／又は２０００バーツ以下の罰金 

 上記行為によって被害を受けている者は、警察に対して、摘
発するよう告発できる 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 誰でも可 知的財産庁 登録拒絶 

取消請求 利害関係人 
知的財産庁 
裁判所 

登録商標の取消 

使用差止請求
（商標法） 

登録商標の権利者 裁判所 使用差止 

損害賠償等 
（Ｐａｓｓｉｎｇ 
Ｏｆｆ） 

周知と認められる表
示等を有している者 

裁判所 
損害賠償 
使用差止等 
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４． 調査結果（対抗策）－タイ 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

罰 則 
（商標法） 

登録商標の権利者 知的財産庁 

４年以下の禁錮 
及び／又は 

４０万バーツ以下の 
罰金 

罰 則 
（刑 法） 

第三者によって、自己の
表示を使用されている者
で、当該表示によって自
己の商品等と公衆を誤
認させられている者 

警 察 

１年以下の懲役 
及び／又は 

２０００バーツ以下の 
罰金 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

 

（６） ベトナム  
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

① 第三者による「日本の地名等」の登録の可否 

 国内外を問わず、場所又は原産地を示す用語は商標
登録不可 

 地域団体商標も「原産地」を示す用語として原則登録
不可 

 また、ベトナム国内において著名と認められる商標につ
いて誤認を生じさせる商標も登録不可 

 更に、ベトナムでは日本語のみの商標は登録不可 

⇨ ベトナムでは、第三者が日本の地名を商標登録するこ
とはできず、原産地を示す地域団体商標も登録不可 

⇨ 他の国に比べ、第三者による地名等の登録は困難 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

② 第三者によって出願された場合 

( i ) 異議申立 

 出願公告日から登録までの間に、知的財産庁に対し
て、異議申立を行うことができる 

 誰でも異議申立可能 

 出願を行っていない場合には、当該出願商標が場所
又は原産地表示であることや自己の著名商標と類似
している等を立証する必要がある 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

③ 第三者によって登録された場合 

( i ) 取消請求 

 誰でも、知的財産庁に対して取消請求できる 

 期間制限：登録から５年以内 

 (a)当該権利者が権利を有していない、(b)商標法に
違反して登録されている等を立証する必要がある 

( ii ) 不使用効力終了請求 

 ５年以上正当な理由なく使用されていない場合には、
誰でも、知的財産庁に対して、当該商標の効力を終
了するよう請求できる 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

④ その他の対抗策 

( i ) 損害賠償・使用差止請求等 

 自己の商標と混同する表示を使用されている場合等
には、権利者に限り、裁判所に対して、損害賠償・使
用差止等の民事裁判を提起できる 

( ii ) 行政罰 

 登録商標に関して虚偽表示をされている者は、科学
技術監査機関等に対して、罰金（５０万～１００万ド
ン）等の行政罰を求めることができる 

⇨ 民事裁判よりも迅速かつ安価で対抗できる 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

④ その他の対抗策 

( iii ) 刑事罰（刑法） 

 商標の不正使用を行っている場合には、２年以下の
非拘束矯正刑又は２０００万～２億ドンの罰金 

 不正使用されている商標の権利者に限り、公安に対
して、摘発するよう告発できる 
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４． 調査結果（対抗策）－ベトナム 

⑤ 対抗策（まとめ） 
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請求権者 請求先 権利行使内容 

異議申立 誰でも可 知的財産庁 登録拒絶 

無効請求 誰でも可 知的財産庁 登録商標の抹消 

不使用効力 
終了請求 

誰でも可 知的財産庁 登録商標の抹消 

損害賠償等 
（知的財産法） 

権利者 裁判所 
損害賠償 
使用差止等 

行政罰 権利者 
科学技術 
監査機関等 

５０万～１００万ドンの過料 

罰 則 
（刑 法） 

権利者 公 安 
２年以下の非拘束矯正刑又は 
２０００万～２億ドンの罰金 



    

ご清聴ありがとうございました。 

ＴＭＩ総合法律事務所 
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