
定があります。商標法2条1項は、次のように
規定しています。

　「文字、図形、記号」のあたりまでが昔から
あった商標です。「立体的形状」というのは平
成になってから入ったもので、いわゆる立体
商標です。それから、｢音その他政令で定める
もの｣ というのが、平成27年の改正で新たに
入っています。特許庁には音や動きについて、
出願がかなりあるようです。これらのものを
「標章」と言います。
　商標には2つの種類があります。1号の「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するもの」、このよ
うな商標のことを、商品に付けるものという
意味で商品商標と呼んでいます。2号の「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」は、役務商標な
どとも言われています。
（2）商標の登録要件
　このような文字や記号、あるいは立体的形
状がどのような場合に登録できるのかという
ことについては、商標法の3条と4条に規定さ
れています。
　商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商

1 商標権侵害訴訟の審理

商標権侵害とは1
（1）商標とは
　商標権侵害とは何かということを語るには、
まずは商標とは何かというところからお話を
することになります。商標法には、商標が何
なのかということについて、きちんと定義規
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2条（定義等）
　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。）
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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」と規定しています。「次に掲げ
るもの」というのは、普通名称（1号）や慣用
的な商標（2号）、商品の産地や販売地、品質と
いったものを普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなるもの（3号）、ありふれた氏又
は名称（4号）、極めて簡単でありふれた商標（5
号）などです。6号は総括的な規定で、1号から
5号に掲げるもののほか、需要者が何人の業務
に係る商品、役務であることを認識することが
できない商標は登録できないとされています。
　ただし、3条2項に例外があり、1項3号から5
号までについては、使用によって識別力を獲
得すれば、商標登録が受けられます。つまり、
3号から5号というのは、通常は誰のものか出
所が識別できないわけですが、たくさん使用
してそういったものでも誰の商品なのかとい
うことが分かるようになっていれば、商標登
録が受けられるとしています。
　4条にも商標登録を受けることができない場
合が規定されております。4条1項は19号まで
あるのですが、よく出てくる登録要件として
は、登録商標・周知商標と類似の指定商品に
類似の商標を用いる場合（10号～ 12号）や、
他人の商標と混同を生ずるおそれがある商標
（15号）といったものは登録できないことにな
っています。また、品質誤認（16号）や公序
良俗に違反する場合（7号）にも、登録ができ
ないと規定されています。
（3）商標の機能
　では、商標とはどういう機能を果たすのか
ということですが、先ほどから申し上げてい
るとおり、出所識別機能、つまり、これは誰
の商品なのかということを表示する機能が一
番重要です。ただ、これだけではなくて、品
質保証機能や広告宣伝機能もあると言われて
います。商標権の侵害かどうかを考える際に、
出所識別機能を害しているかとか、品質保証
機能を害しているかなどということが重要に
なる場合があります。
（4）商標権侵害とは
　以上を前提にして、商標権侵害とは何かと

いうことですが、商標権というのは、独占的
な権利、排他的な権利ですから、許諾を得な
いでそれに反するような行為をすれば、商標
権侵害になります。
　商標法25条は、「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」と規定しています。これが専用権
と言われるもので、登録商標と同一の標章を指
定商品と同一の商品に使用すること、役務商標
であれば同一の標章を指定役務と同一の役務
に使用することが商標権侵害になります。
　しかし、これだけでは少し足りないという
ことで、37条1号には、①指定商品は同じだけ
れども、登録商標は同一でなくて類似の場合、
②指定商品が類似の商品で、登録商標は同一の
場合、③指定商品も登録商標も類似の場合に
ついても、商標権侵害とみなすという規定が設
けられています。ここまでが禁止権と言われて
おり、商標権に対してやってはいけない行為と
いうことになるのですが、さらにそのような商
標権侵害行為の予備的な行為についても、商
標権侵害とみなしています。これが37条2号か
ら8号に規定されているもので、間接侵害とか
みなし侵害などと呼んでいます。例えば指定商
品に類似する商品、あるいはその包装に登録商
標に類似する商標を付したものを、譲渡、引渡
し、輸出のために所持するといった行為が、事
細かに規定されています。ですから、侵害行為
を言うためには、どの条文に当たるのかという
ことをよく考えてから、警告書を出すというこ
とになるのではないかと思います。
　ここで、「商標の使用」という言葉が出て
きますが、商標の使用については2条3項に定
義規定があります。商品そのものにマークを
付けるだけではなくて、包装に付ける場合や、
電気通信回線を通じて提供するといった行為
が、使用として定義されています。

商標権侵害に対する救済2
（1）差止請求
　一般の不法行為と違い、差止請求ができる
ということが特徴です。36条1項は「商標権者

NIBEN Frontier●2016年8・9月合併号 3

講演録：商標訴訟の実務

D12535_02-13.indd   3 16/07/07   14:20



す。「侵害の行為を組成した物の廃棄」という
のは、犯罪組成物と同じで侵害行為の必然的
な内容をなすもの、つまり侵害品そのものな
どが廃棄の対象になります。それから、「侵害
の行為に供した設備の除却」、これは侵害行為
の便宜に供したものということなので、その
侵害品を作るための金型といったものの除却
を求めることができます。
　「その他の侵害の予防に必要な行為」という
のは、特許についての最高裁判決があり、「差
止請求権の行使を実効あらしめるものであっ
て、かつ、それが差止請求権の実現のために必
要な範囲内のものであることを要する」（最二
小判平成11年7月16日民集53巻6号957頁）と判
断されています。つまり、実効性と必要性の総
合的な考慮が必要になってくるということで
す。そういう観点からいきますと、商標権の侵
害品というのは、要はそのマークのところが問
題なわけで、特許のように商品そのものが侵害
品になるというよりも、商品に付けられたマー
クのところが侵害の部分ということになりま
す。そのため、もしもマークが簡単に抹消でき
て、そういうことでも商品が売れるようなもの
であれば、例えば包装箱だけに付けられてい
て、その包装箱のマークだけを抹消すれば足り
るような場合に、どこまで請求するのかという
ことは問題になる点かと思います。ただ、実際
には抹消するよりも廃棄する方が簡単にできる
という場合も多いようです。
（3）損害賠償請求
　当然のことながら損害賠償請求ができます。
この損害賠償請求については、訴訟物として
は不法行為（商標権侵害）に基づく損害賠償
請求権、つまり、根拠条文は民法709条という
ことになり、当事者と商標権、使用行為とい
った要素と、損害賠償の期間によって訴訟物
が画されるということになります。
　請求できる損害としては、積極的な財産損
害、消極的な財産損害、そして無形損害とい
ったようなものがあります。その場合の損害
の算定については民法の特則が置かれており、
原告にとって立証の負担が軽減される規定が
あります。後で損害のところで、お話をさせ

又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用
使用権を侵害する者又は侵害するおそれがあ
る者に対し、その侵害の停止又は予防を請求
することができる。」と規定しています。被告
の侵害行為が、先ほどの37条のどれにあたる
のかに応じて、その行為の差止めを求めるこ
とができます。
　例えば、被告が指定商品と同一の商品に類
似するマーク（標章）を付けて商品を売って
いる場合を考えると、請求の趣旨としては、
「被告は別紙商品目録記載の商品に」と、商品
をまず特定します。そして、「別紙標章目録記
載の標章を付し」と、被告がどんなマークを
付けているのかを特定し、「又は上記標章を付
した上記商品を販売してはならない」という
ような形で、どういった行為をしているかに
応じた差止めを請求することになります。
　差止めをする被告のマークですが、マーク
にもいろいろあり、結合商標といっていくつ
かの図形や文字などが組み合わされたような
マークもあります。そのときに、自分に都合
のいいところだけを取り出して差止めを請求
してもそれは駄目です。被告がどういうマー
クを使っているか、全体として見たときに類
似かどうかという判断をいたしますので、部
分的に切り離したりはしないということが留
意点ということになろうかと思います。
　差止請求というのは、被告が現に行ってい
る行為、あるいは将来行うおそれのある行為
が、原告の商標権を侵害することを理由とし
て、当該商標権に基づいて登録商標の使用行
為をしないという不作為を求める給付請求訴
訟です。訴訟物としては、「原告の商標権に基
づく被告の使用行為についての差止請求権の
存否」になります。
（2）廃棄請求等
　単に差止めができるだけではなくて、廃棄請
求ができるということも特徴的なところです。
商標法36条2項は「商標権者又は専用使用権者
は、前項の規定による請求をするに際し、侵害
の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供し
た設備の除却その他の侵害の予防に必要な行
為を請求することができる。」と規定していま
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ていただきたいと思います。
（4）信用回復措置請求
　損害賠償請求とともに、あるいは損害賠償
請求に代えて、信用回復措置の請求ができま
す（39条、特許法106条）。例えば、謝罪広告
を求めるといったようなことが可能であると
いうことです。

商標権侵害訴訟の特徴3
　商標権は、特許権や意匠権と並んで知的財
産権の一種であり、特許庁に出願をし、登録
されて初めて権利が生ずるというものです。
知的財産権の中でも、例えば著作権のように、
権利を得るために何の行政的な行為もいらな
いというものもありますけれども、商標権の
場合は特許庁に出願をすることが必要です。
しかも、国ごとに特許庁があるので、権利と
しては国ごとに発生しているということにな
ります。
　侵害訴訟とは別に登録商標の有効・無効など
について、別途争う手続があるというのが通常
の民事訴訟と違うところです。商標登録があっ
ても、登録異議申立てや、商標登録無効審判あ
るいは取消審判といった制度があります。し
かも、その異議申立てや審判に関しては、特許
庁が第1次的な判断権を持っており、特許庁で
審理して、審決あるいは決定という形で判断が
出ます。その審決や決定に対して不服がある場
合には知財高裁に訴えを起こし、さらに最高
裁まで行けるという仕組みになっています。
　それから、国際的な取引にも関連してくる
ということが、商標権侵害訴訟の特徴です。

商標権侵害訴訟の進行4
（1）管轄裁判所
　特許権等については東京地裁と大阪地裁に
管轄が専属していますが、商標権侵害訴訟は
東京、大阪にも競合管轄はありますけれども、
通常の管轄と同じ、つまり被告の普通裁判籍
や不法行為地などで訴訟を起こすことができ
ますので、全国の裁判所に係属する可能性があ

ります。私は以前福井地裁所長を務めていま
したが、福井にも商標権の事件がありました。
（2）訴状審査
　通常事件と同じように、訴えが起こされま
すと訴状の審査をします。先ほど申し上げた
ような、例えば差止請求の「請求の趣旨」が
ちゃんと書かれているかとか、そういったと
ころも見るようにしています。そのときに、
どの行為のことを言っているのだろうか、あ
るいはどの条文に基づいて請求しているのだ
ろうかという点について、商標権侵害訴訟の
訴状では足りないことも多いように思います。
（3）基本的な書証
　訴状に当然付けていただきたい書証として
は、商標登録原簿、つまり原告が権利者であ
ることを証明するものが必要です。それから
商標公報で、どのような商標なのかを拝見さ
せていただき、また、被告がどのような行為
をしているのか、例えば被告の商品のパンフ
レットや、商品が陳列されている写真といっ
たものも出していただいています。
（4）争点の整理
　通常の交通事故などの損害賠償と違い、二
段階審理を行っているのが、商標権に限らず
知的財産権訴訟の特徴です。まず、商標権を
侵害しているかどうかというところについて、
先に争点整理を行います。侵害しているとな
れば損害論に入るのですが、侵害していない
ということになると、損害論には入らないと
いうことになります。
　なぜそのような審理を行っているかという
と、損害論というのは意外と難しく、原告の
立証軽減のために特別な規定が置かれている
のですが、特別なだけに、帳簿などいろいろ
な証拠を出してもらわなければ分からないよ
うな場面が出てきます。ですから、損害は取
りあえず訴状で主張していただいて、侵害だ
という心証が固まってから損害論に入るとい
うようなプラクティスが、少なくとも東京、
大阪の裁判所では行われています。
（5）和解
　商標権侵害訴訟というのはビジネスに絡む
訴訟でありますので、和解によって終局する
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ものもかなり多くあります。判決ですと、求
めているその差止めの可否等についてしか判
断はできないわけですが、和解ですと、例え
ばライセンス契約を結ぶこともできるし、原
告の商標と被告の標章が混同しないようにと
いったいろいろな工夫もできるので、なかな
か解決の仕方として面白いものです。

2 要件事実
―原告の請求原因事実

　原告の請求原因は、極めてシンプルです。第
1が原告の権利。原告が商標権者である、ある
いは専用使用権者で、原告が商標権について排
他的な権利を持っているということを、まず主
張立証する。立証といっても登録原簿を出して
いただければ十分です。第2が被告の行為。被
告が原告の商標を使用しているということを、
主張立証します。第3が商標権侵害を基礎付け
る事実。先ほど申しましたように商品が同一あ
るいは類似であって、かつ商標の方も同一又は
類似であるということが必要です。同一という
のはずばり同じということなので、あまり難し
くないのですが、類似かどうかというのは非
常に判断が難しいです。特に、商標の類似に
ついては、類似なのか非類似なのかについて、
判断をする人によって違う結論が出ることも
ありますので、ここは難しい問題です。差止
請求であれば第1から第3まででおしまいです
が、損害賠償請求ですと、第4に損害の発生及
びその額を主張立証する必要があります。以
下、それぞれ具体的にお話をしていきます。

原告の権利1
　商標権には番号がありますので、原告の権利
は、登録番号で特定をしていただき、どんな
登録商標でどんな指定商品なのかということ
を、主張していただくということになります。

被告の行為（商標の使用）2
　被告がその商標を使用していることに関し

ては、先ほど少しお話をしましたが、商標法2
条3項に定義規定があります。ですので、この
中のどれにあたるのかということをまずよく
考えて、これに即した差止請求の趣旨を考え
る必要があります。
　商品商標、役務商標それぞれについて2条3
項に規定があります。最近はインターネット
の中でいろいろな形で商標が使われており、
例えば最近の裁判例を見ると、「メタタグ」を
記載するということが、役務に関する広告を
内容とする情報を電磁的方法で提供する行為
にあたるという判決があったり（大阪地判平
成17年12月8日判時1934号109頁〈くるまの110
番事件〉）、あるいはメールマガジンに標章を
付けた商品カタログを載せるという行為が、
商品に関する広告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にあた
ると評価されたり（知財高判平成22年4月14日
判タ1335号220頁〈クラブハウス事件〉）して
おり、インターネットを通じての商標の使用
も、数多く見られる時代になりました。

商標権侵害3
（1）商品の類否
　次からが一番難しいところなのですが、商
標権侵害を基礎付けるためには、まず商品が
少なくとも類似でなければいけません。その
商品の類似の判断をどうやって行うかという
ことです。
　先ほど来、指定商品とか指定役務といった
言葉が出てきましたが、これは商標法施行令
の別表、あるいは施行規則に、商品や役務が
いろいろ区分されています。その区分に応じ
て自分がどの商品について権利が欲しいかと
いうことを出願するわけですが、その指定商
品の区分に従って商品が類似するかどうかと
いうことを、そうしたことも参酌して解釈を
していくわけです。
　その商品の類似の判断についてはいくつか
の最高裁の判例があり、要は「その商標をある
商品につき使用した場合に、その商品の出所に
ついて誤認混同を生ずるおそれがあると認め
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られるものであるかどうか」ということが判
断基準だと最高裁は述べています。
① 最三小判昭和36年6月27日民集15巻6号1730
頁〈橘正宗事件〉
　〈橘正宗事件〉がリーディングケースで、そ
の商品自体に誤認混同のおそれがあるかどう
かということではなくて、その商品が通常同
じ営業主によって製造販売されているのかど
うかとか、そういったことを基準にして、それ
によって互いに誤認混同を生ずるおそれがあ
るかどうかという判断をすべきだということ
です。この橘正宗事件というのは、正宗という
のはだいたい清酒に付けられている名前です
けれども、清酒とそれに対する橘焼酎という焼
酎が問題になりまして、清酒と焼酎が類似か
どうかというところが問題になった事件です。
同じメーカーが、清酒と焼酎の製造免許を両
方とも取るということが多いので、いずれも
橘印のお酒を製造する同じメーカーのものだ
と一般の人に誤認混同されるおそれがあると
いうことで、清酒と焼酎が類似だという判断
がされました。あくまでもその出所について
の誤認混同のおそれがメルクマールというこ
とです。
　商品の類否について、あと2つ最高裁判例を
挙げます。
② 最三小判昭和41年2月22日民集20巻2号234頁
〈寶事件〉
　本願商標の方は、普通の食料品が指定商品
だったのですけれども、それと「みりん」の
商品の類否が争われました。みりんと普通の
食料品は品質だとか形状、あるいは用途が同
じわけではないのですが、タカラみりんとい
うのは非常に有名で、かつ同じ店舗で取り扱
われることが多いということで、著名なタカ
ラみりんに印象付けられている人にとってみ
ると、出所の混同を生ずるおそれがあるとい
う判断をしています。
③ 最二小判昭和43年11月15日民集22巻12号
2559頁〈三国一事件〉
　「菓子および麺類（餅およびその類似品を除
く）」と、「餅」の商品の類否が争われました。
これも別に指定商品同士は品質や形状、用途

などが同じというわけではないわけですけれ
ども、その両者の指定商品は同一の営業主の
製造販売にかかる商品と誤認混同をされるお
それがあり、そういった場合には類似だとい
う判断をしています。
　基本的には、先ほどの橘正宗事件に示され
た判断基準により、商品の出所についての誤
認混同を生ずるおそれがあるかどうかという
判断をするということになります。
（2）商標の類否
　もっと難しいのが商標の類似で、たくさん
の最高裁の判決があります。
① 最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁
〈氷山事件〉（ 図表1 ）
　リーディングケースは〈氷山事件〉です。
実は、先ほど登録要件のところでお話をした
ように、類似の商品・類似の商標ですと、そ
もそも登録されないという4条1項11号という
規定があるものですから、審決取消訴訟にお
いて、登録できるかどうかという場面で商標
や商品の類似が問題になりますし、侵害訴訟
でも商品や商標の類似が同じように問題にな
ります。この氷山事件というのは、審決取消
訴訟ですけれども、その後それと同じような
フレーズが侵害訴訟の判決のフレーズでも出
てきます。ということで、審決取消訴訟でも
侵害訴訟でも同じような判断基準で判断して
いると思われますので、両方をまとめてご説
明します。
　氷山事件の本願商標は、上の方の丸いとこ
ろに「硝子繊維」と書かれていて、その下に
氷山印といいますか、そういったものが描か
れている丸いマークです。この本願商標を硝
子繊維糸という指定商品で出願しましたら、
特許庁が、糸を指定商品とするひらがなの
「しょうざん」というものと、発音をする人に
よっては似ているから類似だということで、
登録しないという判断をしました。それで出
願をした人が、これが不服なので、取消訴訟
を起こしたという事案です。
　ここで最高裁が述べた一般論が、その後の
判決にも非常に大きく影響をします。最高裁
は、「商標の類似は、対比される両商標が同一
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又は類似の商品に使用された場合に、商品の
出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか
否かによって決すべきである」ということで、
商標の類否も、商品の出所の誤認混同を生ず
るおそれの有無によって判断すべきだとして
います。そして、この誤認混同のおそれを判
断するにあたっては、「商標の外観、観念、称
呼等によって取引者に与える印象、記憶、連
想等を総合して全体的に考察すべく、しかも
その商品の取引の実情を明らかにしうる限り、
その具体的な取引状況に基づいて判断をする」
と述べております。
　ここで「外観、観念、称呼」というのが出
てきますけれども、この3つが判断要素になる
ということです。「外観」の類似というのは、
見た目、視覚に訴えているといいますか、見
たときに類似しているかどうか。氷山事件で
は、外観は全然違います。「観念」というの
は、頭脳、記憶によってどんなイメージを持
つかといったところ。それから、「称呼」とい
うのは呼び方ですので、発音、どういう呼び
方をするのかというところです。その審決は
「氷山」と「しょうざん」が似ているから、全
体として類似だというふうに言ったわけです
けれども、氷山事件の最高裁判決は、「外観、
観念又は称呼の類似は、その商標を使用した
商品につき出所の誤認混同のおそれを推測さ
れる一応の基準」にすぎないと述べ、「右3点

のうちその一において類似するものでも、他
の2点において著しく相違することその他取引
の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混
同をきたすおそれの認め難いものについては、
これを類似商標と解すべきではない」と述べ
ています。実際に、氷山事件の本願商標と引
用商標は、確かに称呼は似ているかもしれな
いけれども、硝子繊維糸というものの取引は
口頭で取引をするようなものではない、そう
いう取引の実情があるそうです。つまり、電
話で氷山とかしょうざんとか、単にそれだけ
で注文したりするようなものではないという
ことで、そういう取引の実情も加味して本件
は類似しないという判断をしました。
② 最三小判平成4年9月22日裁判集民事165号
407頁〈大森林事件〉（ 図表2 ）

　次の事件は侵害訴訟です。右側が原告、商
標権者の登録商標です。指定商品はせっけん
類等ですけれども、「大森林」と書かれており
ます。被告は、頭皮用育毛剤やシャンプーに
｢木林森」という、草書体のような書体で、縦
書きと横書きのものを使っておりました。森
と林という字は両方に入っているわけで、大
と木というのが似ているかどうか、ちょっと
筆運びによっては紛らわしいかもしれないん
ですけれども、そういうものです。
　実はこの事件は、1審、2審は請求を棄却い
たしました。つまり、類似しないという判断

氷山事件 大森林事件図表1 図表2

本願商標 指定商品 ： 
硝子繊維糸

引用商標 指定商品 ： 糸

使用商品 ： 
頭皮用育毛剤・
シャンプー

指定商品 ： 
せっけん類・歯磨き・
化粧品・香料類

被告標章 原告商標
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だったのですけれども、最高裁は、先ほどの
氷山事件と同じように、「同一又は類似の商品
に使用された商標がその外観、観念、称呼等
によって取引者に与える印象、記憶、連想等
を総合して全体的に考察すべきであり、しか
もその取引の実情を明らかにし得る限り、具
体的な取引条件に基づいて判断すべき」だと。
ここまではほとんど同じフレーズであります。
ただ、「綿密に観察する限りでは外観、観念、
称呼において個別的には類似しない商標であ
っても、具体的な取引状況いかんによっては
類似する場合があ」ると述べています。そし
て、この「大森林」と「木林森」というのは、
いずれも増毛効果を連想させる、樹木を想起
させるもので、外観や観念において紛らわし
いので、取引状況によっては誤認するおそれ
もあるということで、類似する関係にあると
認める余地もあるとして、高裁に破棄、差戻
しをしたという事案です。
③ 最三小判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁
〈小僧寿し事件〉（ 図表3 ）
　もう1件、侵害訴訟で〈小僧寿し事件〉とい
うものがあります。原告の商標権は右上の2文
字の「小僧」、指定商品は他類に属しない食料
品、加味品というものでした。被告の方は、ア
ルファベットの「KOZO SUSHI」、それから、
いろいろな書体で、縦書きや横書きの「小僧
寿し」、それに小僧さんのマークを使っている
ということで、これら全部が被告の使ってい
る標章目録になっています。扱っている商品
は持ち帰り用のすしです。
　原審では、アルファベットの「KOZO」以
外の「小僧寿し」は類似するが、小僧寿しチ
ェーンの小僧寿しなので、26条1項1号により
侵害しないという判断をしました。最高裁は
どう言ったかといいますと、やはり同じよう
に「外観、観念、称呼等」によって全体的に
観察すべきだということと、取引の実情を明
らかにしてそれに基づいて判断すべきだとい
う、一般論を述べています。この一般論のと
ころは同じです。ただ、この事件は、小僧寿
しチェーンというのが、フランチャイズです
しを売っている小僧寿しということで非常に

広く認識されているというところを重要視い
たしまして、「小僧寿し」は「小僧寿しチェー
ン」であって「小僧」ではないと、「小僧寿
し」全体で見るべきだということで、アルフ
ァベットの「KOZO」を除いては、全て非類
似という判断をしました。ここでは、小僧寿
しの周知性、広く知られているというところ
がポイントになったようです。
（3）結合商標の類否
　さらに難しいのが結合商標の類否です。い
ろいろな構成部分がいくつか結合して、全体
として1つのマークになっているものを結合商
標と呼んでいます。
① 最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621
頁〈リラタカラヅカ事件〉（ 図表4 ）
　これは審決取消訴訟で登録要件が争われた
事件です。出願したのは左側、「リラタカラヅ
カ」というのが一番上に書いてあって、次に
楽器の図形があり、「寳塚」とあって、アルフ
ァベットで「LYRATAKARAZUKA」と書い
てあります。指定商品は石鹸です。引用商標
も石鹸なんですけれども、「寳塚」という2文
字の漢字のものでした。指定商品は同じで、
「リラタカラヅカ」の結合商標が「寳塚」と類

小僧寿し事件図表3

原
告
商
標
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似かどうかというところが争われました。要
は、「寳塚」という部分が取り出せるかどうか
というところが、問題になっているわけです。
こういう結合商標のときに、一部分だけを取
り出して、類似の判断をするかどうかという
のは非常に難しい話であります。
　この〈リラタカラヅカ事件〉では、「商標は
その構成部分全体によって他人の商標と識別
すべく考案されているものであるから、みだ
りに、商標構成部分の一部を抽出し、この部
分だけを他人の商標と比較して商標そのもの
の類否を判定するがごときことは許されない」
という一般論を述べた上で、「しかし、簡易、
迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構
成部分がそれを分離して観察することが取引
上不自然であると思われるほど不可分的に結
合しているものと認められない商標は、常に
必ずしも構成部分全体の名称によって称呼、
観念されず、しばしば、その一部だけによっ
て簡略に称呼、観念され」るということを述
べています。
　要は、分離観察することが不自然と思われ
るほど不可分でなければ、分離してもいいと
いうふうに言っているように読めるわけであ
りまして、本件では、この左側の本願商標の
真ん中の図形、これが実はリラという楽器の
図形のようなのですが、石鹸の取引をしてい
る人が、これがリラだということをあまり知
らないだろうというのが1つと、その下にある
「寳塚」、こちらはそれ自体に明確な意味があ
って、親しみ深く、しかも中央に普通の活字
で読みやすい形で表示されているということ
で、この「寳塚」というこの本願商標の真ん

中あたりの文字の部分が、独立して見る人の
注意を引くとして、この「寳塚」の部分を分
離して、引用商標の「寳塚」と類似であると
いう判断をいたしました。つまり、「寳塚」の
部分が取り出せないと、「リラタカラヅカ」と
「寳塚」が似ているのかという判断になるんで
すけど、「寳塚」という部分が取り出せるとい
うことになると、引用商標の「寳塚」と同一
ということになります。これは、本願商標が
「寳塚」の部分だけ呼称が生じると言っている
わけではなくて、「リラタカラヅカ」という称
呼も生じるけれども、「寳塚」という称呼も生
じるということです。1つの商標から2つ以上
の称呼や観念が生じるということはあるわけ
ですけれども、そのうちの1つが類似であれば
全体として類似という評価を受けるというの
が、最高裁の論理です。
② 最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁
〈SEIKO EYE事件〉（ 図表5 ）
　次の〈SEIKO EYE事件〉も、審決取消訴訟
です。原告は、上の四角で囲んだような「eYe 
miyuki」という商標を出願しました。指定商
品は時計や眼鏡の類です。引用商標となった
のが「SEIKO EYE」という下の商標です。こ
れも指定商品は時計と眼鏡ですので、指定
商品は同じということです。特許庁は、こ
の「eYe miyuki」という本願商標は「SEIKO 
EYE」と類似しており、4条1項11号に該当す
るということで、登録できないという判断を
しました。
　最高裁は、引用商標「SEIKO EYE」は、眼
鏡について使用されると、「EYE」というの
は眼鏡と密接に関係している「目」を意味す

リラタカラヅカ事件図表4 SEIKO EYE事件図表5

（指定商品 ： 第４類石鹸）

本願商標 引用商標

本願商標
（指定商品 ： 
旧別表２３類）

引用商標
（指定商品 ： ２３類
時計・眼鏡等）

NIBEN Frontier●2016年8・9月合併号10

D12535_02-13.indd   10 16/07/07   14:20



る一般的・普遍的な文字ですので、あまり特
定の印象を与える力を有するものではないと
言っています。一方、「SEIKO EYE」のうち
の「SEIKO」という部分は、服部セイコーの
「SEIKO」で、著名な時計の会社なので、商品
の出所の識別標識として強く支配的な印象を
与えます。そうすると、眼鏡や時計に「SEIKO 
EYE」が使用されれば、「SEIKO EYE」全体と
してか、「SEIKO」の部分としてのみ、称呼、
観念を生ずるけれども、「EYE」という称呼は
生じないと。本願商標と類似だと言うために
は、引用商標から「EYE」という称呼、観念
が生じないと類似とは言えないということに
なり、最高裁は非類似という判断をしました。
③ 最二小判平成20年9月8日裁判集民事228号561
頁〈つつみのおひなっこや事件〉（ 図表6 ）
　次の〈つつみのおひなっこや事件〉は、無
効審判請求の事件です。無効審判の対象にな
ったのが、「つつみのおひなっこや」という本
件商標、指定商品は土人形等です。「つゝみ」
という引用商標を持っている人が本件商標に
ついての無効審判を請求しました。審決は、
類似しないと判断したのですけれども、原判
決はこれを類似すると判断し、最高裁は再度
類似しないという判断をしたという、二転三
転をした事件です。
　この事件の最高裁判決が今までの判例のま
とめをしていまして、4条1項11号の商標の類
否について、3つの要素、「外観、観念、称呼
等」ですね。これによって全体的に考察するん
だと、そこでは取引の実情も踏まえるんだとし
て、〈氷山事件〉の基準を踏襲しています。そ
れから、複数の構成部分を組み合わせた結合
商標に関しては、〈リラタカラヅカ事件〉の判
示を踏襲しまして、商標の一部分を抽出する

ということは、2つの場合を除いて許されない
と言っています。2つの場合というのは、1つ
は「その部分が取引者、需要者に対し商品又は
役務の出所識別標識として強く支配的な印象を
与えると認められる場合」。もう1つが「それ以
外の部分から出所識別標識としての称呼、観念
が生じないと認められる場合」です。前半の、
「その部分が取引者、需要者に対し商品又は役
務の出所識別標識として強く支配的な印象を与
えると認められる場合」というのは、先ほどの
「SEIKO EYE」の「SEIKO」の部分などはそ
れにあたるわけです。後半の、「それ以外の部
分から出所識別標識としての称呼、観念が生じ
ないと認められる場合」というのは、「SEIKO 
EYE」でいいますと「EYE」の方です。
　この「つつみのおひなっこや」というのは、
「つつみ」というのは入っているのですが、「つ
つみのおひなっこや」と一連に書かれていて、
途中のところで切れ目があったりとか、字の
大きさが違うとか、そういうことはありませ
ん。ですので、「つつみ」のところだけがこの
中で浮き出てくる、強く支配的な印象を与え
るようなものではありません。それから、そ
れ以外の部分である「おひなっこや」に識別
力がないかということについても、特にこの
部分が識別機能がないとは言えないとしてお
ります。要は、「つつみ」の文字部分だけを抽
出して比較するのは駄目ですよというのが、
この事件の結論です。
（4）最近の知財高裁の裁判例
① 知財高判平成21年7月2日判タ1334号208頁
〈エンゼルスィーツ事件〉（ 図表7 ）
　指定商品は菓子およびパンで、両方とも指
定商品は同じです。本件商標「天使のスィー
ツ」について、「ANGEL SWEETS」という引
用商標と類似しているという理由で無効審判
請求がされました。審決は類似しないという
判断をしたんですけれども、判決は、類似す
るという判断をしています。その理由は、「ス
ィーツ」というのは甘いものとかお菓子を連
想させますので、スィーツという部分は本件
商標でも引用商標でも識別力としては弱いわ
けです。そうすると「天使」のところが残る、

つつみのおひなっこや事件図表6

指定商品 ： 土人形指定商品 ： 土人形等

（引用商標）（本件商標）
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あるいは「天使のスィーツ」全体が残るとい
うことになります。「天使のスィーツ」は天使
のように甘いお菓子、「ANGEL SWEETS」の
方も天使のように甘いお菓子、あるいは天使
というような観念が生ずるということになり
ますので、外観は違うわけですけれども出所
の誤認混同のおそれがあるとして、類似と判
断されました。
② 知財高判平成21年10月13日判タ1340号247頁
〈AGATHA事件〉（ 図表8 ）
　これは侵害訴訟です。原告の商標権は、指
定商品が身飾品等（アクセサリー）で、アル
ファベッド大文字の「AGATHA」。被告はア
クセサリー等の通信販売をしていまして、そ
れに「Agatha Naomi」という商標を使ってい
ました。
　1審では非類似、控訴審では類似と判断さ
れました。ここで高裁が強調したのは、原告
商標の周知著名性です。「AGATHA」とい
うのはアクセサリー等で非常に有名なフラン
スのブランドであり、日本のデパートにもた
くさん出ているようなブランドで、その周知
性のところをかなり丁寧に認定しました。被
告の「Agatha Naomi」は、途中にスペース
があり、AとNが大文字ですので、「Agatha」
と「Naomi」のところで分離することがで
きる。しかも、アクセサリーの分野では
「AGATHA」というのが非常に著名なので、
「Agatha Naomi」全体での称呼、観念も生ず

るかもしれないけれども、「Agatha」の部分
でも称呼、観念が生ずる。そのため、類似だ
という判断をしました。
③ 知財高判平成27年11月5日（平成27年ネ第10037
号）〈湯ートピアかんなみ事件〉（ 図表9 ）
　これも侵害訴訟です。原告は、入浴施設の
提供という役務について、「ラドン健康パレス
湯ーとぴあ」という商標を使用していました。
被告は、「湯ートピアかんなみ」、小さな字で
「IZU KANNAMI SPA」と書いてありますけ
れども、こういうマークを使って入浴施設の
提供をしていた。そこで、原告が被告に差止
めを求めたという事件です。
　1審では類似、控訴審では非類似の判断をし
ています。高裁の理屈は、特に原告の商標の
方は「湯ーとぴあ」がすごく目立ったように
書いてあるので、分離観察できないわけでは
ないけれども、入浴施設の関係で「湯ーとぴ
あ」という標章を付けているものは全国にか
なりあり、しかも商標登録を受けているもの
もかなりあるということで、入浴施設の提供
という役務との関係では「湯ーとぴあ」とい
うのは識別力が弱いと言っています。「ラドン
健康パレス」の方も入浴施設としてそんなに
すごく目立つわけではないので、そうすると
原告の商標は、全体として「ラドン健康パレ
ス湯ーとぴあ」と見るべきではないか、少な
くとも「湯ーとぴあ」のところだけを取り出
すのはどうなのかということです。それから、
被告の標章ですけれども、「IZU KANNAMI 
SPA」はすごく小さくて、「湯ートピアかん
なみ」は非常に大きいので、こちらの方は
「湯ートピアかんなみ」のところで見るとい
うことになるんでしょうけれども、同じよう
に「湯ートピア」という部分は識別力が弱い。
「かんなみ」というのは静岡県の函南町で、函
南町にあるということを示しているので、こ

エンゼルスィーツ事件

AGATHA事件
湯ートピアかんなみ事件

図表7

図表8
図表9

・ 本件商標 ： 「天使のスィーツ」
　（指定商品 ： 第３０類「菓子及びパン」）

・ 引用商標 ： 

　（指定商品 ： 第３０類「菓子及びパン」を含む）

・ 原告商標 ： 
　（指定商品 ： 身飾品等）

・ 被告商標 ： 「Agatha Naomi」

　（指定商品 ： アクセサリー等の通信販売）

・ 原告商標 ： 
　（入浴施設の提供）

・ 被告標章 ： 
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れもそんなに識別力は強くない。そうすると、
「湯ートピアかんなみ」全体で見ることにな
る。すると、「ラドン健康パレス湯ーとぴあ」
と「湯ートピアかんなみ」は類似しないとい
うことで、非類似の判断になったわけです。
（5）まとめ
　このように審決と判決、あるいは1審と2審
で判断が分かれるのが商標類否の難しさであ
ります。最高裁は、一般論はきちんと述べて
いるわけですけれども、それを具体的な事件
に当てはめたときに実際に判断するのは非常
に難しいということを実感として思います。
　最高裁の判断基準をおさらいをしておきま
すと、まずは出所の誤認混同のおそれという
ところが重要です。それを基礎付けるのが「外
観、観念、称呼」という3つの要素です。プラ
ス、取引の実情というのが大きい。例えば〈氷
山事件〉のように、硝子繊維糸は口頭での取引
はしないとか、「SEIKO EYE」の「SEIKO」が
非常に著名だというようなこと、あるいは「湯
ーとぴあ」はいっぱい登録されているとか全国

にいっぱいあるとか、そういったことです。こ
れは、当事者が主張立証しないと出てこないこ
とだと思います。それから、最も難しい結合商
標については、原則は全体観察でいくわけです
が、その一部分が当該商品、当該役務の関係
で出所識別標識として強く支配的な印象を与
える、つまり著名な場合、あるいは、著名で
なくても非常に大きく目立つように書かれて
いるかどうか、そういったところが重要です。
　たくさん判例を見ていますと、やはり商標
の類否は非常に難しいです。ただ、法律家な
ので直感で似ているとか似ていないというわ
けにはいかないので、いかに類似でないかと
いうことをきちんと説明する必要があります。
そこで、これが出所識別標識として支配的な
印象を与えるのか、つまりそれが著名なのか
とか周知なのかというふうなこと、あるいは
ありふれているのかというようなことについ
て、きちんと主張立証がされる必要があろう
かと思います。 （次号へつづく）
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