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目　次

第 １章　商標登録の要件

１．使用の意思
1　「アールシータバーン」事件……………………………………竹山　尚治／３

（商標法３条１項柱書の該当性）
《知財高判平24・５・31判時2170号107頁〔平24（行ケ）10019〕》

　他者の使用する商標を剽窃して取得した商標登録「 」につ
いて、「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」に関して行
われたものとは認められず、商標法３条１項柱書に違反するとした事例。
　「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」の立証責任を権
利者側に求めた事例。　　

２．識別性
⑴　品質・原材料
2　「Lady…Gaga」事件… ……………………………………………竹山　尚治／15

（著名な歌手名又は音楽グループ名からなる商標の識別性）
《知財高判平25・12・17〔平25（行ケ）10158〕》

　著名な歌手名からなる商標「LADY…GAGA」につき、その指定商品中、商
品「レコード等」に使用した場合、取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲
を歌唱する者、すなわち、その商品の品質（内容）を表示したものと認識する
から、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとした事例。

3　「江戸辛味大根」事件……………………………………………竹山　尚治／26
（地名と普通名称から成る商標の識別性）
《知財高判平26・10・29〔平26（行ケ）10093〕》
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　地名と普通名称からなる商標「江戸辛味大根」につき、指定商品「辛味大根
等」との関係においては、江戸時代から栽培された、あるいは、江戸（東京）
地方を産地とする「辛味大根」を示すものとして、商品の「品質」を記述する
ものであることが明らかであるとして、識別力を有しないとした事例。

4　「IGZO」事件…………………………………………………………神田　雄／36
（商標法３条１項３号の「原材料」該当性）
《知財高判平27・２・25判時2268号106頁〔平26（行ケ）10089〕》

　標準文字「IGZO」の登録商標につき、「IGZO」の語は、新規な半導体材料
である「In（インジウム）、Ga（ガリウム）、Zn（亜鉛）及びO（酸素）から
なる酸化物」を意味する語として、エレクトロニクス業界に属する事業者に広
く認識されており、本件商標がその指定商品に用いられた場合、取引者・需要
者（事業者を含む）は、本件商標の表示する上記酸化物が、各指定商品に使用
されているものと一般に認識するとして、指定商品との関係で識別力を有しな
いとした事例。

⑵　使用による識別性
5　「Kawasaki」事件……………………………………………………藤原　拓／48

（商標法３条１項３号及び４号並びに同条２項該当性と立証におけるアン
ケートの利用）

《知財高判平24・９・13判時2166号131頁〔平24（行ケ）10002〕》　　　　　

　「 」の登録商標につき、アンケート調査の結果を考慮の上、
長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用された結果、著名
性を得て、バイク関係はもとより、それ以外の幅広い分野で使用された場合に
も自他商品識別力を有するようになったとして、指定商品（アパレル関係の商
品）との関係で識別力を認めた事例。
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6　「あずきバー」事件………………………………………………青島　恵美／60
（商標法３条２項における出願商標と使用商標の同一性及び指定商品と使
用に係る商品の同一性）

《知財高判平25・１・24判時2177号114頁、判タ1408号263頁〔平24（行ケ）
10285〕》

　出願商標が標準文字からなる「あずきバー」であるのに対し、使用商標の大
部分が下記ロゴ書体であったため、出願商標と使用商標の同一性が争点となっ
た事案において、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の
氷菓子が取引者・需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度
を獲得していることに伴い、当該商品の商品名を標準文字で表す出願商標につ
いて使用による識別力を獲得したと判断した事例。

３．未登録周知商標・著名商標との抵触
7　「三代目月見軒」事件……………………………………………磯田　直也／74

（商標法４条１項10号の適用と周知商標使用者の主観要件）
《知財高判平26・６・25〔平25（行ケ）10336〕》

　商標法４条１項10号の適用要件として、周知商標の使用者が使用開始時にお
いて他の者が当該商標又は類似商標を使用していることにつき善意である必要
があるとの判断を示した事例。
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8　「赤帽」事件…………………………………………………………飯田　遥／88
（著名商標を含む商標の商標法４条１項15号該当性について）
《知財高判平27・９・15〔平27（行ケ）10025〕》　

　「 」を周知著名性の程度の高い商標と認定した上で、それを一部に
含む本件商標「 」につき、「赤帽」部分がその余の部分から分離して
認識され得ることに加え、本件商標の指定役務と「赤帽」商標の使用されてい
る役務とが重複し、両者の取引者・需要者が共通しているから、取引者・需要
者に対し「赤帽」商標を連想させて役務の出所につき誤認を生じさせるとして、
商標法４条１項15号該当性を認めた事例。

４．公序良俗
9　「漢検」事件、「数検」事件………………………………… 難波　隼人／101

（商標登録後の４条１項７号該当性）
《知財高判平24・11・15判時2185号107頁、判タ1393号286頁〔平24（行ケ）
10065〕》

《知財高判平25・２・６判時2189号121頁〔平24（行ケ）10273〕》

　登録商標「漢検」につき、原告による指定役務についての使用は、被告によ
る「日本漢字能力検定」の実施及びその受験者に対し、混乱を生じさせるもの
であり、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、社会公共の利益を害すると
して、商標登録後に商標法４…条１項７号に該当するものとなったとして、同
法46条１項５号により無効とすべきであると判断された事例。
　登録商標「数検」につき、民事上の紛争が発生していることを根拠として、
商標登録後に商標法４…条１項７号に該当するものとなったとはいえないと判
断した事例。

�　「ピエラレジェンヌ」事件……………………………………… 藤原　拓／113
（当事者間に取引関係がある場合の商標法４条１項７号該当性）
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《東京地判平26・１・31〔平24（ワ）24872〕》
　　　　　　　　　
　未払残代金を回収する目的で登録出願された商標「 」の登録出
願につき、認定した事情の下では、社会的妥当性を欠く行為であるとは言い難
いとして、商標法４条１項７号該当性を否定した事例。

�　「遠山の金さん」事件………………………………………… 大塚　啓生／126
（商標法第４条１項７号の「歴史上の人物名」の該当性）
《知財高判平26・３・26判時2239号104頁〔平25（行ケ）10233〕》

　登録商標「遠山の金さん」は、実在した歴史上の人物「遠山景元」をモデル
とした人物を主人公としたテレビ番組のタイトル名や主人公名と認められ、モ
デルが存在する点において必ずしも架空の人物ということはできないとして
も、歴史上実在した人物そのものを指したものではないとして、商標法４条１
項７号該当性を否定した事例。

�　「のらや」事件…………………………………………………… 森下　梓／139
（公序良俗違反の商標登録無効事由）
《知財高判平27・８・３〔平27（行ケ）10023〕》

　被告による本件出願の目的は、原告との金銭的な交渉において本件出願又は
これに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益
を得ることにあったとして、出願の目的及び経緯に照らし、商標法４条１項７
号該当性を肯定した事例。
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第 ２章　商標・商品等の類否

１．結合商標の類否
�　「Tivoli」事件… ………………………………………………… 飯田　遥／153

（結合商標の類否判断）
《知財高判平26・６・18〔平25（行ケ）10322〕》

　「Tivoli」の文字を含むパッケージ商標（果物等の図柄が表されたクッキー
の包装容器を平面的に表した結合商標）と引用商標「 」との類否につ
き、当該パッケージ商標の構成要素のうち、果物の図形等は品質表示にすぎな
いのに対し、「Tivoli」の文字は唯一識別機能を発揮するとして、「Tivoli」の
文字部分のみを要部と認め、類似性を肯定した事例。

�　「湯～とぴあ」事件一審……………………………………… 山口　裕司／165
（結合商標の類否判断）
《東京地判平27・２・20〔平25（ワ）12646〕》

　原告商標「 」と被告標章「 」との類否につき、原告商標
については、下段の「湯～とぴあ」の部分が要部であると認め、被告標章につ
いては、「かんなみ」の部分は地名であって識別力を生じないから「湯～トピア」
の部分が要部であるとして、類似性を肯定した事例。

�　「湯～とぴあ」事件二審……………………………………… 伊達　智子／184
（結合商標の類否判断）
《知財高判平27・11・５〔平27（ネ）10037〕》　
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　原告商標「 」と被告標章「 」との類否につき、「ゆうと
ぴあ」と称呼される語は、入浴施設の提供という役務においては全国的に広く
使用されているから、原告商標の「湯～とぴあ」及び被告標章の「湯～トピア」
の部分の識別力は弱く、これらの部分だけを抽出して類否判断することは相当
でないとして、全体として一体的に観察し、類似性を否定した事例。

�　「エノテカ」事件………………………………………………… 森下　梓／197
（結合商標の類否判断）
《知財高判平28・１・28〔平27（行ケ）10058〕》

　登録商標「 」と引用商標「 」との類
否につき、登録商標の「Enoteca」の文字部分から、取引者・需要者において、
引用商標権者の周知の営業表示としての「ENOTECA」又は「エノテカ」の
観念が生じる一方、「Italiana」の文字部分は、その役務の提供の場所、提供の
用に供される物等がイタリアに関連することを示すものと認識されるにとどま
るとして、「Enoteca」の部分を要部と認め、類似性を肯定した事例。

２．著名商標を含む商標
�　「粋」事件……………………………………………………… 神蔵初夏子／209

（著名商標を含む商標の類否判断）
《知財高判平26・６・18〔平26（行ケ）10029〕》　

　登録商標「粋」と引用商標「 」との類否につき、引用商標の構成中
の「宝焼酎」の部分は周知性を有し取引者・需要者に対し商品の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるが、それとの対比において、「粋」の部分は
自他商品の識別標識としての機能は弱く、また、取引の実情において「宝焼酎」
以外の部分のみを出所識別標識として使用していたとの事情は認められないと
して、「宝焼酎」と「粋」とを対比し、類似性を否定した事例。
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�　「REEBOK…ROYAL…FLAG」事件…………………………… 青島　恵美／221
（著名商標を含む結合商標の類否）
《知財高判平28・１・20〔平27（行ケ）10158〕》　

　標準文字からなる本願商標「REEBOK…ROYAL…FLAG」と引用商標
「 」との類否につき、本願商標の構成中の「ROYAL…FLAG」
の文字部分は、それ自体が自他商品を識別する機能が全くないというわけでは
ないものの、「REEBOK」の文字部分との対比においては、取引者・需要者に
対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるという
ことはできないから、「ROYAL…FLAG」の文字部分だけを抽出して類否判断
するのは相当でないとして、類似性を否定した事例。

３．図案化されたアルファベット
�　「Meiji」事件…………………………………………………… 青島　恵美／240

（図案化されたアルファベットを含む商標の類否）
《知財高判平26・２・５判時2227号109頁、判タ1420号145頁〔平25（行ケ）
10127〕》

　図案化されたアルファベットを含む本件登録商標「 」と引用商標
「 」等との類否につき、本件登録商標の図形部分につき「M」と認識す
ることはできず、本件登録商標権者の従業員や取引相手が主観的に「メイジ」
と称呼することがあったとしても、これをもって当然に本件登録商標の客観的
な「称呼」ということはできないとして、類似性を否定した事例。

４．立体商標
�　エルメスハンドバッグ事件…………………………………… 神田　雄／257

（立体商標の侵害を肯定した裁判例）
《東京地判平26・５・21〔平25（ワ）31446〕》　
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　バーキンの名称で広く知られる原告製品（ハンドバッグ）の形状に係る立体
商標と、被告標章（原告製品では立体的構成とされている蓋部等について、原
告製品の質感を立体的に表現した写真を印刷して表面に貼付した平面上の構成
とされているハンドバッグ）との類否につき、両標章は、正面から見たときに
視覚に映る姿が少なくとも近似しており、外観類似の関係にあるとして、類似
性を肯定した事例。

５．商品・役務の類否
�　「モンシュシュ」事件………………………………………… 神蔵初夏子／271

（店舗看板での商標の使用は商品についての使用か、小売業務についての
使用か）

《大阪高裁平25・３・７〔平23（ネ）2238、平24（ネ）293〕》
　
　被告店舗（洋菓子店）における「モンシュシュ」等の標章の使用が、洋菓子
等を指定商品とする原告の登録商標「 」の使用に該当するかが問
題となった事案において、一般的に、「洋菓子」という商品に使用される標章
と同一又はこれに類似する標章を、「洋菓子の小売」という役務に使用した場
合には、商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出
所の混同を招くおそれがあると判断した事例。

�　「デュアルスキャン」事件…………………………………… 西川　喜裕／284
（指定商品の類否判断と取引の実情）
《知財高判平28・２・17〔平27（行ケ）10134〕》
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　被告商標「 」の指定商品である第９類「脂肪計付き体重計」等
と引用商標「DualScan」の指定商品である第10類「体脂肪測定器」等の類否
につき、家庭用の「脂肪計付き体重計」等と医療用の「体脂肪測定器」等の取
引の実情を考慮し、被告商標の指定商品と引用商標の指定商品は誤認混同のお
それがあるとして、類似性を肯定した事例。

第 ３章　不使用取消審判における諸問題

１．商標的使用
�　「ヨーロピアン」事件………………………………………… 青島　恵美／301

（不使用取消審判における商標的使用）
《知財高判平27・９・30〔平27（行ケ）10032〕》　　

　登録商標「ヨーロピアン」に対する不使用取消審判の審決取消訴訟において、
コーヒーの包装袋に使用された下記「ヨーロピアン　コーヒー」の二段書き標
章のように他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使
用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さ
らにⓇ記号が付されて表示されているときには、「ヨーロピアン」との標章は
一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められると
判断した事例。

�　「アイライト」事件…………………………………………… 富所　英子／320
（不使用取消審判における商標的使用について）
《知財高判平27・11・26〔平26（行ケ）10234〕》　　
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　商標法50条所定の「使用」について、当該商標がその指定商品又は指定役務
について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様で
の使用に限定されるものではないというべきであるとの見解が示された事例。

２．商標の使用主体・商標の同一性
�　「rhythm」事件、「ファッションウォーカー」事件… …… 星埜　正和／333

（不使用取消審判における登録商標と使用商標との同一性、商標権者等に
よる使用）

《知財高判平25・３・21判時2198号127頁、判タ1413号178頁〔平24（行ケ）
10382〕》

《知財高判平25・３・25判時2219号100頁、判タ1412号159頁〔平24（行ケ）
10310〕》

　不使用取消審判の審決取消訴訟において、使用商標「 」等
は、登録商標「rhythm」と社会通念上同一と認められる商標ということはで
きないと判断された事例。
　不使用取消審判の審決取消訴訟において、「商標権者等が登録商標の使用を
している場合」について、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する
過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等する
に当たり、当該登録商標を使用する場合を含むとの解釈が示された事例。
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�　「グラム」事件………………………………………………… 磯田　直也／348
（不使用取消審判における「使用」と国外からの行為の該当性）
《知財高判平25・９・25〔平25（行ケ）10031、10032〕》　

　通常使用権者（中国法人）が、中国において、ODM型生産により本件商品
を生産し、商標を付して、日本国内所在の法人に譲渡し、その後、当該商品が
日本国内において転々流通した事案において、商標権者等が商品に付した商標
は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限
り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解
されるとして、上記通常使用権者による日本国内での使用が認められた事例。

３．指定商品の多義性
�　「エコルクス」事件……………………………………………… 末吉　剛／364

（多義的な用語で商品を特定した不使用取消審判の波紋）
《知財高判平26・１・29〔平25（行ケ）10256〕》

　
　原告商標の指定商品（電球類及び照明器具）の一部（LEDランプ）につい
て不使用取消審決が確定した場合において、取消しの対象となった「LEDラ
ンプ」について、原告は「LED電球類」を意味すると理解しLEDを備えた照
明器具（原告商品）に原告商標を使用したが、後の訴訟において、「LEDラン
プ」の用語は、光源としてLEDを使用した多様な商品又は部材を指称するも
のとして広く使用されているとして、原告商品も含まれると判断された事例。
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第 ４章　商標の適正な使用

�　「Admiral」事件… …………………………………………… 富所　英子／379
（商標権分割移転後の使用権者による登録商標の不正使用）
《知財高判平27・５・13判時2270号98頁〔平26（行ケ）10170 ～ 10174〕》

　商標権が類似する商品について分割移転された後に、一方の商標権の使用権
者の使用により他方の商標権者等の業務に係る商品との間で出所混同が生じて
いることを理由に、商標法53条の取消審判において商標登録の取消しを認める
ためには、商標法52条の２の審判の趣旨を類推し、商標法53条には規定のない

「不正競争の目的」の要件を課すべき、との見解が示された事例。

�　「Raffine」事件………………………………………………… 山口　裕司／399
（混同のおそれ）
《知財高判平25・12・18判タ1420号159頁〔平25（行ケ）10042〕》　　

　登録商標と他人の商標の同一性ないし類似性のみに起因して業務上の混同が
生じ、登録商標の不正使用と認められる事情がない場合においては、商標法53
条の適用が認められるべきではないとの見解を示し、使用権者において他人の
業務との混同を惹起せしめるような不正な使用行為はないとして、同条の適用
を否定した事例。
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第 ５章　商標権侵害

１．商標的使用
�　「PITAVA」事件（Meiji…Seika…ファルマ、沢井製薬、ニプロ）一審
　　　……………………………………………………………… 山口　裕司／417

（商標的使用）
《東京地判平26・８・28〔平26（ワ）770〕》（Meiji…Seika…ファルマ）

　被告標章「ピタバ」は、被告商品（錠剤）の有効成分（ピタバスタチンカル
シウム）の略称として被告商品に表示されているものであり、被告商品の出所
を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識されるとして、
商標的使用に当たらないと判断された事例。

《東京地判平26・10・30〔平26（ワ）768〕》（沢井製薬）
《東京地判平26・10・30〔平26（ワ）773〕》（ニプロ）

　本件商標「PITAVA」（標準文字）の指定商品のうちピタバスタチンカルシ
ウム（本件物質）を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には、需要者等
が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので、本件商標は

「商標の品質…の誤認を生ずるおそれがある商標」（商標法４条１項16号）に当
たり、本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであるとし
て、本件商標権の行使を認めなかった事例。

�　「PITAVA」事件（ニプロ）二審…………………………… 神蔵初夏子／436
（ジェネリック医薬品に使用される原材料名からなる商標）
《知財高判平27・６・８〔平26（ネ）10128〕》
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　被告が使用する「ピタバスタチン」の語は、分割後の本件商標「PITAVA」
の指定商品（ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤）の原材料を普通に用
いられる方法で表示するものと認められるとして、商標法26条１項２号に該当
すると判断した事例。

�　「PITAVA」事件（沢井製薬）二審………………………… 磯田　直也／449
（後発医薬品の販売名に係る標章の使用が先発医薬品の商品名に係る商標
権を侵害するか）

《知財高判平27・８・27〔平26（ネ）10129〕》

　被控訴人商品（後発医薬品）の標章（「ピタバ」）が後発医薬品の一般的名称
を省略した含有成分（「ピタバスタチンカルシウム」）の略記に過ぎず，需要者
である医療従事者及び患者のいずれにおいても、商品の出所を識別したり、想
起することはないとして、被控訴人商品における被控訴人標章の使用が商標的
使用に当たらず（商標法26条１項６号）、また、原材料を普通に用いられる方
法で表示するものに当たる（同２号）と判断した事例。

�　「皇朝」事件…………………………………………………… 神蔵初夏子／466
（メニューでの商標の使用は飲食物の提供についての商標の使用か）
《東京地判平28・２・26〔平26（ワ）11616〕》

　被告店舗における「皇朝小龍包」とのメニュー表示が、中華料理の提供を行
う被告店舗において役務の提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行
為であり、商標法２条３項３号にいう商標の使用に該当するものと認められる
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として、原告商標「皇朝」、指定役務「飲食物の提供」についての侵害行為に
該当するとした事例。

２．過失の推定
�　「ハーブヨーグルトン」事件…………………………………… 神田　雄／480

（商標法39条の過失の推定）
《東京地判平25・３・７〔平23（ワ）21532〕》　

　商標権侵害に係る過失の推定を覆すべき事情の有無が争点となった事案にお
いて、被告において、被告標章「ハーブヨーグルトン」と本件商標「ヨーグル
トン」は非類似であると判断した登録維持決定を信頼したからといって、過失
の推定を覆すべき相当な理由があるということはできないと判断した事例。

３．損害不発生の抗弁
�　「Cache」事件… ………………………………………………… 末吉　剛／493

（商標法38条３項の損害不発生の抗弁）
《大阪地判平25・１・24〔平24（ワ）6892、6896〕》　

　原告に損害が発生しているか否かが争われた侵害訴訟において、小規模なサ
ービス業（美容室）における特殊性を考慮して損害不発生の抗弁が認められた
事例、及び認められなかった事例。
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４．地域団体商標
�　「博多織」事件………………………………………………… 片山　礼介／505

（地域団体商標）
《福岡地判平24・12・10［平23（ワ）1188］》
《福岡高判平26・１・29判時2273号116頁［平25（ネ）13］》

　地域団体商標に関する初の侵害事件である。第一審では、地域内アウトサイ
ダーが地域団体商標又はその類似の標章を使用する限りは、商標法26条１項２
号に該当するとの見解が示されたのに対し、控訴審では、地域内アウトサイダ
ーが地域団体商標を使用する場合にも、当該使用態様が自他商品の出所識別機
能を害するものである場合は、商標法26条１項２号に該当するということはで
きないとの見解が示された事例。

５．権利濫用
�　「Indian」事件… ……………………………………………… 山口　裕司／524

（商標権の行使と権利濫用）
《東京地判平24・５・30判タ1406号343頁〔平22（ワ）38525〕》　　

　外国の権利者との関係が錯綜する事案において、日本の商標権者による、外
国の権利者の輸入代理店に対する商標権の行使について、権利濫用に当たらな
い等の判断を行った事例。

�　「RAGGAZZA」事件… ……………………………………… 中野　亮介／539
（禁反言の原則）
《大阪地判平25・10・17〔平25（ワ）127〕》
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　商標権侵害訴訟において、原告による権利行使を権利の濫用に当たり、許さ
れないとした事例。特に、侵害訴訟において原告商標と被告標章「Ragazza」
は類似の関係にあると主張しつつ、他方で、無効審判では無効を回避するため
に原告商標「RAGGAZZA」とイタリア語の「Ragazaa」とは類似の関係にな
いと主張し、侵害訴訟でも同旨の主張をするという原告の対応（主張）につい
て、禁反言の原則に照らし、許されないと判断した事例。

第 ６章　審判・訴訟手続上の問題

１．証拠の追加提出
�　「ボロニアジャパン」「BORONIAJAPAN」事件… ……… 大塚　啓生／555

（審決取消訴訟における新たな証拠追加の可否）
《知財高判平25・３・28判時2194号92頁〔平24（行ケ）10403、10404〕》　

　
　商標登録の無効を求める審判請求を不成立とする旨の審決の取消訴訟におい
て、商標の類否や周知性の判断に必要な証拠を、事実審の口頭弁論終結時まで
に提出することは、これが許されないとする規定がない以上、許容されるもの
であるし、本件訴訟において書証を追加提出することが、公平を欠くとまでは
いえないとの見解を示した事例。

２．証拠の信用性
�　「JAS」事件… ………………………………………………… 小野　智博／568

（商標権者がその登録商標を使用していることの証明について）
《知財高判平27・１・29〔平25（行ケ）10294〕》　

　不使用取消審判及びその審決の取消訴訟において、作成者不明のブログに掲

xxi

　

載された写真（コンテナの搬出作業等を写した写真）及び撮影日に関する記載
に基づいて、要証期間内における「JAS」標章の使用の事実を認定した事例。
特に、ブログにおける撮影日の記載について、各写真に写された貨物空輸用コ
ンテナに係る被告の使用履歴と符合しているからその信用性は高いとし、ブロ
グは事後的にその内容を修正することが容易であるとしてその信用性を問題視
する原告の主張を採用しなかった。

３．審決の効力
�　「KAMUI」事件… …………………………………………… 中野　亮介／578

（再度の無効審判請求が前審決の確定効に反し許されないとされた事例）
《知財高判平26・３・13判時2227号120頁、判タ1420号126頁〔平25（行ケ）
10226〕》　

　
　「KAMUI」の標準文字からなる登録商標について、商標法４条１項10号違
反を理由とする無効審判請求不成立の審決が確定した後、同一人による同号違
反を理由とする無効審判が再度請求され、登録無効とする審決がなされたため
審決取消訴訟が提起された事案において、前審判と本件審判とでは、商標法４
条１項10号違反の根拠として主張されている事実において同一であり、また、
これを立証するために提出された証拠も実質的に同一であると評価し、再度の
無効審判請求は、前審決の確定効に反するとして許されないと判断した事例。

４．既判力の拡張
�　どくろマーク事件…………………………………………… 伊達　智子／591

（訴訟物を異にする後訴が信義則によって排斥された事例）
《知財高判平26・11・26〔平26（行ケ）10127〕》　

　前件審決取消訴訟と当事者及び争点（本件商標と引用商標の類否）を共通に
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する本件審決取消訴訟の提起について、本件審決取消訴訟は、本件審決の取消
しを求めるものであり、別件審決の取消しを求める別件審決取消訴訟とは訴訟
物が異なるものの、実質において、既に判決確定に至った前件審決取消訴訟を
蒸し返すものといえ、訴訟上の信義則に反し許されないとして、訴えを却下し
た事例。

商標登録の要件

第１章




