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商標の「使用」と商標権侵害について考える
－商標的使用、商品・サービスとの関係から－

2015年7月17日（金） 14:00-15:15

日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC）関西委員会様
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●登録商標と同一・類似の商標を

● 使用する行為

• 登録の有効性（無効・取消し、存続期間満了）

• 同一・類似の商標
「マーク」（標章）が類似するか
「商品・サービス」が類似するか

「使用」について商標法第２条第３項に定義あり

正当権限のない者が、登録商標と同一・類似の商標を使用する行為

■ 商標権侵害

１．商標権侵害

●正当権限のない者が、

• 先使用権などの法定使用権

• ライセンス（使用許諾）
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商標法 第二条
３ 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

２．商標の「使用」
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販売促進のためのキャンペーンの一環である
キャッチフレーズの一部であると認識するもの
と解される。したがって、･･･商品を特定する機
能ないし出所を表示する機能を果たす態様で
用いられているものとはいえないから、商標と
して使用されているものとはいえない。

（東京地裁 平成9年(ワ)第10409号）

差止め・廃棄

「Always」

1993年～世界キャンペーン
「Always Coca-Cola」

（登録第1643930号）

オールウエイ

【指定商品】
コ－ヒ－、その他本類
（旧29類）に属する商品1００万支払え

２．商標の「使用」

商標的使用
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２．商標の「使用」

■ 法律上の商標

商標法 第二条

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。）

普通名称や慣用商標も法律上は「商標」
識別力のない商標や、私益・公益的不登録事由を内包する標章も
「商標」と認めたうえで、登録要件の審査において拒絶する法体系

①識別力のある商標が、②識別機能が発揮されるように使用されて
こそ業務上の信用（法の本質的保護対象）が商品に化体する。
他人が①識別力のある商標を②識別機能が発揮されるように使用
した場合、模倣によっても識別機能が発揮され、出所混同が生じる。

■ 本質的な保護対象

他人が商標を使用しても、①識別力のない商標の使用であったり、
②識別機能が発揮されない使用であれば、出所混同は生じないし、
商標権者に損害も発生しない。 商標的使用
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商標法 第二十六条 （平成26年5月14日法律第36号。平成27年4月1日施行）
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

「商標的使用」が明文化

２．商標の「使用」
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26条1項1～5号 26条1項6号

２．商標の「使用」

①識別力有り？ ②商標的使用？

侵害非成立 侵害非成立

YES

NO

NO

YES

法上の商標の
「使用」に該当

（普通に用いられる
方法で表示？）

YES NO

侵害成立
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差止請求

５１万

節分用の巻きずしの名称として「招福
巻」を含む商品名が用いられている例
が多数あるからといって，このことから
直ちに，「招福巻」が，節分用の巻きず
しの普通名称（商標法２６条１項２号）
になったものと認めることはできない

（大阪地裁 平成19年(ワ)第7660号）

２３００万支払え

３．普通名称（26条1項1～5号）

（登録第2033007号）

【指定商品】 加工食料品
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（登録第2033007号）

【指定商品】 加工食料品

差止請求

「招福巻」は，巻き寿司の一態様を示
す商品名として，遅くとも平成１７年に
は普通名称となっていたというべきで
ある。「招福巻」の部分の使用は，その
書体，表示方法，表示場所等に照らし，
商品名を普通に用いられる方法で表
示するものと認めることができる。

（大阪高裁 平成20年(ネ)第2836号）

２３００万支払え

３．普通名称（26条1項1～5号）
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① 装飾的な表示である場合

② 説明的・記述的表示である場合

③ 書籍等の題号

４．商標的使用（26条1項6号）

● ３つの類型

■ 商標的使用でない場合（商標法第２６条１項６号）

これらは、識別機能が発揮されるような
使用ではないから出所混同は生じないし、
商標権者に損害も発生しない。
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・・・いずれもアンダーシヤツの胸部中央殆んど全面にわた
り大きく、彩色のうえ表現したものである。これはもつぱらそ
の表現の装飾的あるいは意匠的効果である「面白い感じ」、
「楽しい感じ」、「可愛いい感じ」などにひかれてその商品の
購買意欲を喚起させることを目的として表示されているもの
であり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認
められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あ
るいは出所を知りあるいは確認する「目じるし」と判断する
とは解せられない。

（大阪地裁 昭和49年（ワ）393号）

（登録第326206号）

【指定商品】 被服（旧36類）等

４．商標的使用（装飾的な表示）

差止請求
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このような被告商品における被告標章の配置，文字
の大きさ及び表示態様からすれば，被告標章は，被
告商品のデザインの中で，十分に独立して認識可能
な標章として表示されているということができる。・・・
「ＳＩＮＣＥ１９８１」の文字列と一体的に表示されている
こと，及び，前記(1)のとおり，「ＳＨＩＰＳ」の文字列から
なる本件商標が服飾品のブランドとして広く一般消費
者に認識され強い識別力を持つ商標であることを総
合すると，被告商品において被告標章は，その需要
者に対して，商品の自他を識別し，出所を表示する態
様で用いられていると認めることができる。

（東京地裁 平成25年（ワ）第27442号）

【指定商品】
織物，布製身の回り品（24類）等

差止請求
・幅１１０ｃｍの長尺布地
・ ３０ｃｍ四方が一単位

「発明」（発明協会）２０１５年３月号
知的財産権判例ニュース

生田哲郎・森本晋から引用

４．商標的使用（装飾的な表示）

（登録第4862594号）



13/36

「ＢＡＢＹ ＭＩＬＯ」（ベイビーマイロ）のキャラクター及びその上部に表示された「*A 
BATHING APE®」のブランドは，被服等のファッションに関心のある若者層の間では広く
認識されていたこと（前記(1)エ(ウ)）からすると，これらの若者層が被告商品３に接した
場合には，被告商品３の前身頃の中心部分にある「ＢＡＢＹ ＭＩＬＯ」（ベイビーマイロ）の
キャラクターの顔について着目し，このキャラクターから商品の出所の識別標識として
強く支配的な印象を受けるものと認められ，一方で，このキャラクターの顔の背景の一
部として模様的に描かれた被告標章３については，「ピースマーク」として「平和」を表現
するために用いられたものと認識し，商品の出所を想起させるものではないものと認め
られる。
（東京地裁 平成21年（ワ）第30827号）

【指定商品】被服（25類）等

４．商標的使用（装飾的な表示）

（登録第4129132号）

差止請求

損害賠償請求

（374万円）

・白地の半袖Ｔシャツの前身頃
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①「タカラ本みりん入り」の表示中、「タカラ本みりん」の部分は「入り」の部分と字体が異なっ
ているため、「タカラ本みりん」の部分が一連のものと理解され、体裁上「タカラ」の部分のみ
が区別されるように記載されていないこと、②被告各標章の中央部分の右下には、「宝酒造
株式会社」という被告の商号が記載されていること、③被告の製造、販売に係る「本みりん」
は、日本国内でトップシェアを有し、「タカラ本みりん」の商標は日本国内において著名であ
ること、④「だし」「つゆ」等の調味料にみりんを入れることはごく自然であると解されること等、
右表示部分の体裁、意味内容、「タカラ本みりん」商品の販売状況に照らすならば、右表示
部分に接した一般需要者は、右表示部分を被告商品に原料ないし素材として「タカラ本みり
ん」が入っていることを示す記述であると認識するのが通常であるといえる。
（東京地裁 平成10年(ワ)第10428号）

（登録第4285395号他）

【指定商品】
つゆの素（31類）他

４．商標的使用（説明的・記述的表示）

差止請求

損害賠償請求

（2000万円） 宝醤油株式会社寳酒造株式会社
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（登録第4425377号）

【指定商品】
電気通信機械器具（9類）、
印字用インクリボン（16類）他

４．商標的使用（説明的・記述的表示）

差止請求

損害賠償請求

（2136万円）

（登録第4425378号）

被告製品は，原告の製造に係るファクシミリの特定の機種にのみ使用できるインクリボン
であって，被告が，インクリボンを販売するに当たっては，消費者が，他社製のファクシミ
リに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないよう注意を喚起するこ
とが不可欠であり，そのような目的に照らすならば，被告標章の表示は，ごく通常の表記
態様であると解される。以上の点を総合すれば，被告が被告製品において前記認定の態
様で被告標章を用いた行為は，被告標章を，被告製品の自他商品識別機能ないし出所
表示機能を有する態様で使用する行為，すなわち商標としての使用行為であると解する
ことはできない。
（東京地裁 平成15年（ワ）第29488、東京高裁 平成16年（ネ）第3751号）
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・・・ファイルの内容をすばやくプレビュー表示するという機能を利用する際の案内表示で
あり，・・・被告コンピュータ商品あるいは被告ＯＳソフトウェア商品の自他商品識別機能，出
所表示機能を有する商標として表示されているものでないというべきである。

・・・ファイルの内容をすばやくプレビュー表示するという機能を表示するものであると認識
するものと認められる・・・「Ｍａｃ ＯＳ Ｘ」の一機能として記載されていることからすると，・・・
商品の出所については，その左上部に記載された「Ｍａｃ ＯＳ Ｘ」の標章から想起し，「Ｑｕｉｃ
ｋ Ｌｏｏｋ」の語から想起するものではないものと認められる。したがって，・・・被告ＯＳソフト
ウェア商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものと認め
ることはできないから，・・・商標としての使用（商標的使用）に当たらない。
（東京地裁 平成22年（ワ）第18759号）

（登録第4853147号他）

【指定商品】
電子応用機械器具（9類）他

４．商標的使用（説明的・記述的表示）

損害賠償請求

（1億200万円）
ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ

クイックルック
•「Mac OSx Snow Leopard」「Ｆｉｎｄｅｒウインドウ」「ファイル」の項目中
に他の項目とともに「“・・・．ｐｄｆ”をクイックルック」と表示
•「Mac OSx」の主なアプリケーションの一つとして「ファイルを開かず
に，複数のページで構成される文書からビデオまで，すべてのファイ
ルをプレビューできる，革新的なテクノロジー」等と説明

アップルジャパン株式会社
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被告商品の包装箱に接した一般消費者は，被告標章１について，被告商品の本体の形
状を示すイメージ図及び上記②の説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，
中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたもの
と認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。
そうすると，被告標章１が被告商品の包装箱において商品の出所表示機能・出所識別
機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，被告商品の包装
箱における被告標章１の使用は，商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべ
きである。

（東京地裁 平成21年（ワ）25783号、知財高裁 平成22年（ネ）10084号）

（登録第822951号他）

【指定商品】クッション（20類）他

４．商標的使用（説明的・記述的表示）

テンピュール・ジャパン 西川産業株式会社

差止請求

損害賠償請求

（2310万円）
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本件リサイクルボックスは・・・類似する商品でもないという
べきである。・・・「人と地球に貢献します。」なる部分は，原
告標章の中でも比較的小さく表示され，しかも，環境保護の
ためにリサイクルを推進する原告の立場を表現する記述的
表示というべきものであって，それ自体は商品主体の識別
力が高いものとはいえない。・・・その要部である「えこりか」
との称呼を生じるものであり，被告商標とは，外観，称呼，
観念とも異なり，被告商標と類似するということはできない。

（大阪地裁 平成20年（ワ）2149号）

差止請求権

不存在の確認

損害賠償請求

（10万円）

（登録第4520130号、第4730609号）

【指定商品】

（第4520130号）

雑誌，書籍等（16類）

（第4730609号）

印刷物（書籍を除く） （16類）

人と地球 ＨＩＴＯ ＴＯ ＣＨＩＫＹＵ執拗な警告

４．商標的使用（説明的・記述的表示）

人と地球社

株式会社エコリカ
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４．商標的使用（書籍等の題号）

被告標章は、専ら本件ＣＤに収録されている全一一曲の集合体すなわち編集著作物で
ある本件アルバムに対して付けられた題号（アルバムタイトル）であると認められ・・・本
件ＣＤを製造、販売している主体である被告を表示するのは、アルバムタイトルとは別
に本件ＣＤに付されているフォーライフ商標や被告の社名であると認識することは明ら
かである。・・・被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の
音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件ＣＤの出所たる製造、発売
元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別
する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。

（東京地裁 平成6年（オ）第1102号）

（登録第2157863号）

【指定商品】
レコ－ド（旧24類）等

損害賠償請求

（1億486万8000円）
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４．商標的使用（書籍等の題号）

「ＰＯＳ」とは、「ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｒｉｅｎｔｅｄ ｓｙｓｔｅｍ」（問題志向システム）・・・の略語であると
ころ、被告標章（１）の「ＰＯＳ実践マニユアル」は、右「ＰＯＳ」によつて診療録を記載す
る方法が記述されている被告書籍（１）の題号として、被告標章（２）の「実践ＰＯＳ Ｑ＆
Ａ５０」は、「ＰＯＳ」についての質問と回答を記述している被告書籍（２）の題号とし
て、・・・被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表示されているものであつて、
出版社である被告の商品であることを識別させるための商標として被告書籍に付され
たものではないことが認められる。右認定の事実によると、被告標章は、いずれも単に
書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであつて、出所表示機能
を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使
用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということはできない。
（東京地裁 昭和62年（ワ）第9572号）

（登録第1136349号）

【指定商品】
印刷物（26類）等・書籍のタイトル

差止請求

損害賠償請求

（980万円）
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４．商標的使用 －まとめ－

● 識別力のない商標を普通に用いられる方法で使用する

● 商標的でない使用（識別機能を発揮しない使用）に徹する

■ 未登録商標を使用する場合

■ 権利行使の場面

→ 商標調査は必須。識別力がないことの根拠が明確な商標の使用を
心掛ける。（商品との関係に注意）

→ 識別力に疑問ある登録増加、3条2項（識別力獲得）による登録、類似
範囲に他社登録の可能性（26条1項1～5号のみに依拠するのは危険）

・複数の辞書に項目がある ・多数の同業者が一般名称として使用

・規格上明確に定義あり （・拒絶査定を受けた）

・目立たないように使用する（ロゴ化しない。独立させない）
・登録商標や商号を近傍に明確に表示する
・説明的表示にとどめる

- 「～機能」 「～入り」 「～状」 - 「食品添加物：～を使用した・・・」
- 「A・・B・・C・・（略：ABC）は・・・の効果を有する機能性食品の総称

であり・・・」

● 当該語の識別力の現状、相手側使用態様を見極めて権利行使を検討
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26条1項1～5号 26条1項6号

①識別力有り？ ②商標的使用？

侵害非成立 侵害非成立

YES

NO

NO

YES

法上の商標の
「使用」に該当

（普通に用いられる
方法で表示？）

YES NO

侵害成立

４．商標的使用 －まとめ－
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商品内容の伝達に重きを置くあまり、商品特長を記述するにすぎない

商標が採用されがち。一般名称だから大丈夫との漠然とした理解に基づき、

調査せず使用開始される。商品特長を伝達したい思いからか、パンフレット

等では商標がロゴ化されたり、目立つように装飾されることが多い。

（事務所弁理士のつぶやき）

４．商標的使用 －まとめ－

調査していない商標を、識別力のある態様で、かつ、商標とし
て使用していることになり非常に危険

そのような商標の出願依頼が多い。（登録されたらラッキー、拒絶されたら

識別力なし［=自由使用可能］のお墨付きがもらえる、という考え）

権利行使に疑問（識別力なし、商標的使用でない）。 拒絶査定を受
けたから使用安全とは言い切れない。

そもそも識別力の弱いネーミングは顧客吸引力を発揮しづらいし、 他社

が同様の商標を既に採用、権利化していることが多い

出願、拒絶対応、登録維持等、費用をかけるだけの価値はあるの
だろうか？ せっかくの企業イメージ向上のチャンスを利用できてい
ないのでは？
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４．商標的使用 －まとめ－

独創的
（Fanciful）

恣意的
（Arbitrary）

暗示的
（Suggestive）

記述的
（Descriptive）

一般名称
（普通名称や
慣用商標）
（Generic）

識別力強 識別力弱

・Panasonic
・Sony
・Kodak

・ＫＩＲＩＮ
・アサヒビール
・Apple

・味の素
・宅急便
・デジカメ

・鉛筆
・エスカレーター

・１粒３００メ－トル
・栄養家計簿
・ＧＭ

登録するなら強い商標を 継続使用しないなら①普通名
称を②商標的でない態様で
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■ 強い商標の創作

商標のブランドにおける位置付けを意識し、ブランドの上下左右階層
との関係で相乗的効果が得られるように工夫する。
ex) ハウスマーク／ペットネーム、他のペットネームとの一体性

商品・サービスの内容や提供価値を伝達するために、単に一般用語
を組み合わせるのではなく、もう一捻りしてみる。

顧客の記憶に残るインパクトある商標を創作する。
ex) 見易さ、聞き易さ、発音し易さ、略称し易さ、覚え易さ、独創性

ネガティブな意味はないか確認 ex) 「とんぼ」、「犬」、「カルピス」

長期使用に馴染むか ex) 「.com」、「@」、「e-」、「Smart・・・」

４．商標的使用 －まとめ－

強
い
ブ
ラ
ン
ド
の
効
果

選好性
同価格・品質・機能
ならこちらを選ぶ

価格プレミアム
高くてもこちらを選ぶ
ロイヤリティ（忠誠心）
同じブランドの商品を
再び選ぶ

従業員の求心力、経
営参画意識の向上

投資判断での好材料
（不況に強い）

マーケティング投資
の効率化（販促依存
を下げ、新製品投入
を容易化）

グループ間結束力の
強化

お客様向け 社内向け 投資家向け

異なるカテゴリーへ
の参入を容易化

優秀な人材の獲得

投資目的外の応援
（オーナーとして応援）

評価価値の向上
i. 企業価値

（のれん代）
ii. 事業部門価値
iii. ブランド価値
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ハウスマーク

ファミリーネーム

タグライン

ペットネーム

（キャッチコピー）

Drive Your Dreams
Moving Forward

４．商標的使用 －まとめ－

機能名等 VDIM
G-BOOK
ドライブ王国

インテリジェントペダル
アラウンドビューモニター

ワクテク

4Kフォト
POWER O.I.S.

エコうまレシピ
粉ドレ
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経営理念

ブランド
（約束）

ブランド
（約束）

「事業を通じて、人々のくらし
を豊かにし、社会の発展に貢
献する」

・ハウスマーク
・タグライン
（キャッチコピー）

「全世界の従業員が開発・製造・
販売・サービスを通じて、人々の
豊かなくらしや社会の発展に価値
あるアイディアを提供し続ける」

『ヒューマンビエラ』
①「人に見やすい（プラズマならでは
の高画質）」、②「人に使いやすい（先
進のネットワーク性能）」、③「環境を
考える（環境･安心設計）」

パナソニック株式会社

・ファミリーマーク
・タグライン
（キャッチコピー）

日産自動車株式会社

「わたくしたち日産は、独自性に溢れ、革新的なク
ルマやサービスを創造し、その目に見える優れた
価値を、全てのステークホルダーに提供します。」

『スカイライン』
「魅惑・洗練・高性能」

ＳＨＩＦＴ_それは、今までの常識を変えること。
型にはまった考えに立ち向かうこと。
そこに、新しい可能性が生まれる。
あなたに勇気と希望をもたらす新しい可能性が。
ＮＩＳＳＡＮは、シフトする。
今までの常識を変えて、新しいクルマの可能性を
創り出していく。
あなたをときめかせるクルマを、次々とカタチにする。
それは、あなたのドライビング体験を変える。
一日の過ごし方を、時には人生さえも。

品質、安⼼、愛着、先端性、未来感 革新的、復活、再生、進化

４．商標的使用 －まとめ－
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●登録商標と同一・類似の商標を

● 使用する行為

• 登録の有効性（無効・取消し、存続期間満了）

• 同一・類似の商標
「マーク」（標章）が類似するか
「商品・サービス」が類似するか

「使用」について商標法第２条第３項に定義あり

正当権限のない者が、登録商標と同一・類似の商標を使用する行為

■ 商標権侵害

●正当権限のない者が、

• 先使用権などの法定使用権

• ライセンス（使用許諾）

５．商品との関係
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① 商品かサービスか
ex. 遠隔操作ソフトウェア？ 遠隔操作サービス？

弁当？ 飲食物の提供？

② 原料か最終製品か
ex. フッ素コーティング剤？（化学品？ 塗料？） フライパン？

フッ素コートサービス？ 品質保証サービス？
／高機能繊維？被服？

③ 部品か完成品か
ex. 半導体チップ？ コンピュータ機器？

機器単体？ システム？

④ 小売りか商品か

⑤ ノベルティの問題

■ 登録商標と同一・類似の商標を何との関係で使用しているか。

５．商品との関係

類似するかどうか判定する際の出発点であるが、何との関係で使用さ
れているかの判断が難しい場面がある
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「巨峰」、「ＫＹＯＨＯ」等の文字は、内容物
であるぶどうを表示するために印刷された
ものであって、包装用容器の出所を表わ
すものではない。

（福岡地裁 昭和44年(ヨ)第41号）

【指定商品】包装用容器（旧18類）

差止請求

（仮処分申請）

５．商品との関係
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商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、・・・右楽器
の宣伝広告及び販売促進用の物品（ノベルテイ）として被告の楽器購入者に限り一定
の条件で無償配付をしているにすぎず、右Ｔシヤツ等それ自体を取引の目的としている
ものではないことが明らかである。・・・本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製
身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないこ
とは明らかであるから、
被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。

（大阪地裁 昭和61(ワ)7518）

【指定商品】 被服（旧17類）等

1276万6331円

支払え

（登録第695865号）

・楽器の製造販売
・Ｔシヤツ、トレーナー等をノベルテイとして、

電子楽器購入者に無償配付
・Ｔシヤツ及びトレーナーの胸部中央に大きく表示

され、襟タツグにも表示されている

使用許諾

５．商品との関係

「ボス」「ＢＯＳＳ」
【指定商品】 楽器（旧24類）等
ローランド株式会社
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・・・「素材」のみを指す識別標識として使用しており，商標の品質保証機能という観点か
らみても，名目的にも実質的にも，「素材」の品質について保証するにとどまり，それ以外
のスラックスそのものないしスラックス全体について品質を保証する機能を有するものと
して使用されているとは，到底認められない。

したがって，「使用商標は，織物（生地）である使用商品の商標として使用されたもの」
であるとの審決の認定，さらに「本件商標と社会通念上同一とみられる使用商標は，被
服の生地，すなわち，織物について使用しているものであって，本件審判請求に係る指
定商品に含まれるスラックス等の被服について使用されていたものということはできな
い。」とした審決の認定は，いずれも是認し得るものである。

（東京高裁 平成16年（行ケ）第404号 審決取消請求事件）

（登録第4307720号）

【指定商品】
洋服，コート，セーター類，
ワイシャツ類（25類）等

（裏面）
「ザックス」はテイジンが新しく開発した
「ポリエステル/セルロース系繊維」の組
合せによるマイルドな清涼感、しなやかな
ドレープ性、カジュアルな表面感を持ち、
ウオッシャブル性にも優れた新質感素材
です。

＜取扱注意点＞
この素材は、多少色落ちの傾向がありま
すので、他のものと分けてお取り扱いくだ
さい。
素材提供 帝人株式会社

５．商品との関係
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本件商品は，上記認定のとおり，東麗商事によりＯＤＭ型生産され，サン・メンズウェアに譲
渡されたものであり，本件下げ札は，その際に本件商品に付されたものである上，東麗商事
がＯＤＭ型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため，ダウンジャケット
である本件商品が，軽量感のあるソフトな風合いの機能性，快適性に優れるものであること
を示すものであるとも解することができ，本件商品が東レの素材を使用した，「Ｇｒａｍ」ブラン
ドの衣類であるなどというように，被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして
用いられているものとも理解し得るものである。このように，本件商品は，マックハウスの商
品として，マックハウス商標が付されると共に，東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地
を使用してＯＤＭ型生産された，軽量感のあるソフトな風合いの機能性，快適性に優れた衣
類であることも表示するものとして，本件使用商標が付されて販売されたものであり，単に，
本件商品に使用された素材を示すために，本件使用商標が本件商品に付されたものとみる
ことは相当ではない。

（東京高裁 平成25年（行ケ）第10031号 審決取消請求事件）

（登録第0646237号）

【指定商品】被服（25類）

（下げ札の表面）
・「ＴＯＲＡＹ」の文字
・「Ｅｘｔｒａ Ｌｉｇｈｔ Ｗｅｉｇｈｔ」と「Ｇｒａｍ」が一体表示

（裏面）
・「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提

供します。」
・「東レの特殊軽量素材を使用して，軽量感を実現。」
・「Ｅｘｔｒａ Ｌｉｇｈｔ Ｗｅｉｇｈｔ」と「Ｇｒａｍ」が一体表示
・「この商品は東レのせんいを使用しています。」

５．商品との関係
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５．商品との関係 ーまとめ－

■ 権利行使の場面

相手側商標が何との関係で使用されているか？

適切な商品・役務を指定した登録が確保されているか？

登録された商品・役務との関係で商標を使用しているか？
（相手側より不使用取消審判請求の可能性）

■ 商標を使用する場合

使用を根拠付ける登録は正しく確保されているか？

適切な商品・役務との関係で商標調査を行ったか？

■ 応用用途をいかに保護するか

出願、権利化。不使用取消を見越して定期的に出願を繰り返す。

完成品への商標の使用とみなせる使用を心がける。

－ 素材であることは明記せずに完成品に商標を表示

－ 完成品の機能を表示するかのごとくに記載（「・・・機能」）

周知度を上げて防護標章登録、不正競争法での保護を図る。

素材提供時の契約で不使用取消審判請求、類似商標の権利化に
制限をかける。
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６．その他のトピックス

■ 棚卸のススメ

適切な商品・役務での登録が確保されているかどうか見直し

- 抜けがあれば早急に再出願（日本・外国）

不要な登録の整理（放棄・統合による維持費削減）

- 使用状況確認、不使用商標の整理（マドプロ基礎・ライセンスに注意）
- 不要な区分は放棄（次回更新しない）
- 同一区分の複数登録を一登録にまとめる（精神拒絶の問題）
- 二段書き商標の実効性の検証、整理
- カタカナ、英語、ロゴ商標の整理
- 結合商標（一般語との結合）の整理
- 識別力のない商標の整理（根拠確認、武器としての価値評価）
- 応用用途に関係する登録の整理

維持対策

- 応用用途に関係する登録の不使用取消対策検討
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お問合せ先

特許業務法人

深見特許事務所

商標意匠法律グループ

向口 浩二 （サブリーダー・弁理士）

松本 浩一 （サブリーダー）

冨井 美希 （サブリーダー・弁理士）

吉野 雄 （弁理士）

齋藤 恵 （東京事務所・弁理士）

小野 正明 （弁理士）

宮澤 博久 （弁理士）

石田 理恵
荒木 理佳 （東京事務所）

大野 義也 （弁理士）（ohno@fukamipat.gr.jp）

小澤 美香 （弁理士）

中島 由賀 （弁理士）

稲山 史子 （弁理士）

藤川 順 （弁理士）

杉本 智則 （常勤顧問弁護士）

〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目２番７号 中之島セントラルタワー 22F

TEL 06-4707-2021／FAX 06-4707-1731／www.fukamipat.gr.jp

竹内 耕三 （副所長・グループリーダー・弁理士）


