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商標法 
平成20年度 問題 
問題文 

 甲市の新しい市長は，甲市内の港と島とを結ぶ連絡船を近く開業するＡ汽船会社（甲
市が 100％の株式を保有する株式会社）の船の名称を公募して，その名称を船名とし
て使用するとともに公募名称やその一部を多くの企業に商標として使用して貰うこと
によって，甲市の経済活性化を図りたいと考えた。公募の結果，甲市ゆかりの伝説の
武将「ぱて丸」にあやかって「パテ丸」が採用され，甲市の意向を受けてＡ汽船会社
は，「客船による輸送」を指定役務として，商標「パテ丸ライン」の商標登録出願を行
った。一方，甲市所在の多くの企業が様々な製品やサービスに商標「パテ丸」を使用す
ることになり，「客船による輸送」以外の商品又は役務については，一部の商品又は役
務についてＡ汽船会社単独で，その他の商品又は役務についてＡ汽船会社と各企業が
共同で商標「パテ丸」の商標登録出願を行った。 
 この場合において次の⑴から⑺の設問について，結論及びその理由を説明せよ。 
 
 ただし，「パテ丸」及び「パテ丸ライン」と同一又は類似の登録商標や商標登録出願
は存在しないものとする。また，解答に際して，特に文中に示した場合を除き，マドリ
ッド協定の議定書に基づく特例は，考慮しなくてよい。 
 
⑴ Ａ汽船会社が，弁理士業務である「工業所有権に関する手続の代理」を指定役務
として単独で商標登録出願を行った場合には，特許庁における審査において，どの
ように扱われるか。 

 
⑵ Ａ汽船会社は，Ｂ社と共同で商標登録出願をした願書においてＢ社の住所の表示
を「甲市中央区○○町」と記載すべきところ，「甲市○○町」と誤記していることに
気付いたので，Ｂ社に伝えずに，Ａ汽船会社だけの名義で誤記を訂正するための手
続補正書を提出した。この場合，その補正はどう扱われるか。 

 
⑶ Ａ汽船会社が単独で商標登録出願をした願書において，誤記があったので，誤記
を訂正するための手続補正書を提出した。以下のそれぞれの場合，その補正はどう
扱われるか。 

 (イ) 商標登録を受けようとする商標として誤って記載した「パテまる」を「パテ丸」
と訂正する補正 

 (ロ) 指定商品として誤って記載した「電気通信機会器具」を「電気通信機械器具」
と訂正する補正 

（次頁へ続く） 
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⑷ 甲市の広報誌で公募結果を知った甲市の隣接市に所在するＣ汽船会社が，Ａ汽船
会社の商標登録出願の前日に，「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ラ
イン」を商標登録出願し，その商標登録がなされたことが判明した。Ａ汽船会社は，
この商標登録について登録異議の申立てを行うこととした。Ａ汽船会社の代理人と
して，どのような理由を主張すべきか。 
 
⑸ Ａ汽船会社とＤ社が共同で，指定商品「食器類」とする商標登録出願をし，商標
「パテ丸」が登録された。他方，Ａ汽船会社から「飲食物の提供」を指定役務とする
商標「パテ丸」の商標権について使用許諾を受けてレストラン「パテ丸」を経営する
Ｅ社が，包装箱に「ぱて丸」と表示し，甲市に古くから伝わる「ぱて丸」の肖像画を
付した「マグカップ」を，来店者に記念品として配った。当該Ｅ社の行為が商標権侵
害に該当しない立場から説明せよ。 

 
⑹ 甲市から約 1,000km 離れた瀬戸内の港町である乙町で渡し船を経営しているＦ
社は，Ａ汽船会社が「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ライン」の商
標登録出願を行った直後から，乙町の港と沖合の小島を結ぶ小規模な渡し船に「パ
テ丸ライン」という名称を付けて運航していた。商標登録出願後，商標権の設定登
録前のＦ社の行為に対してＡ汽船会社がとり得る措置について説明せよ。 

 
⑺ Ａ汽船会社とＧ社が共同で，指定商品「おもちゃ」について，商標「パテ丸」の商
標登録出願を行った。Ａ汽船会社が，その出願を基礎としてマドリッド協定の議定
書加盟国である丙国を指定してマドリッド協定議定書に基づく国際登録を単独で受
けるために必要な手続について説明せよ。 

                                【１００点】 
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解説 

論点 

⑴ 商標登録の主体的要件（自己の業務） 
⑵ 複数当事者の相互代表 
⑶ 補正と要旨変更 
 (イ) 商標の補正 
 (ロ) 指定商品役務の誤記の訂正 
⑷ 商標登録異議の申立て 
⑸ 商標の使用 
⑹ 金銭的請求権について 
⑺ 基礎出願と国際登録出願の同一性と出願人名義変更 

 
１ 設問⑴について 
  指定役務である「工業所有権に関する手続の代理」すなわち弁理士業務は，法令
上弁理士及び弁護士のみが行うことができる業務であり（弁理士法 75条，弁護士法
３条２項），Ａ汽船会社が行い得る業務ではない。そのため，「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」とはいえないのではないかが問題となる。 

 ⑴ 規範定立 
   ３条１項柱書の趣旨は，出願から登録を受けるまでには時間を要し，業務開始

のための準備期間を要するため，将来の使用に備えて登録を受けることができる
ようにする点にある。このような趣旨からは，現在使用していない商標であって
も，将来使用する意思があるのであれば，商標登録を認めるべきことになる。 

   また，３条１項柱書は，「使用をする」と規定し，「使用をしている」とは規定し
ていないため，文言上も現在における使用を要求しているとは考え難い。 

   そこで，「使用をする商標」とは，現に自己の業務に係る商品役務について使用
している商標のみならず，将来自己の業務に係る商品又は役務について使用する

意思を有する商標をも意味すると解することになる。 
 ⑵ 当てはめ 
   Ａ汽船会社は，現在及び将来にわたり弁理士業務を法令上行うことはできない

以上，弁理士業務について本件商標を使用することはあり得ない。そのため，将
来自己の業務に係る商品・役務について使用する意思を有しているとはいえず，
「自己の業務に係る……役務について使用をする商標」に当たらない。 

 ⑶ 結論 
   Ａの商標登録出願については３条違反の拒絶理由が通知（15条の２）されるこ

ととなり，拒絶査定がなされる（15条１号）。 
 
２ 設問⑵について 
  ＡとＢが共同でした商標登録出願について，Ａが単独で手続補正書を提出してい
ることから，Ａが単独で補正をなし得るのかが問題となっていることが読み取れる。 
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  商標登録出願をした者は，事件が審査に係属している場合には補正をなし得る（68
条の 40 第１項）。もっとも，77条２項により特許法 14条が準用されていることか
ら，同条に規定されている手続については共同で行う必要がある。 
  出願人Ｂの住所表示の誤記を訂正する補正は，77 条２項・特許法 14 条に規定さ
れている手続ではないから，各人が全員を代表することになる。そのため，Ａが単
独で補正を行った点に問題はない。 

  なお，指定商品・指定役務若しくは登録を受けようとする商標につきする補正が
要旨を変更するものであるときは当該補正は却下される（16条の２第１項）が，住
所表示の補正はこれに当たらない。この点については設問⑶で問われている内容な
ので，設問⑵においては特に言及する必要はないであろう。 

  よって，Ａによる補正は適法となるから，補正後の内容をもって審査が進められ
ることになる。 

 
３ 設問⑶について 
  「パテまる」を「パテ丸」とする（イ）の補正は，「商標登録を受けようとする商
標についてした補正」（16条の２第１項）である。また，指定商品として記載された
「電気通信機会器具」に係る（ロ）の補正は，「指定商品……についてした補正」（同
条項）である。そのため，これらの補正が要旨変更補正に当たる場合には，16条の
２第１項により，決定をもって却下される。 

 ⑴ 要旨変更補正に当たる場合 
   「要旨を変更する」補正とは，補正により願書に記載した商標を変更し，指定商

品・役務を実質的に拡張・変更することをいうと解されている。 
   具体的には，①商標中の付記的部分でない普通名称，品質若しくは質の表示，
材料表示等の文字，図形，記号又は立体的形状を変更し，追加し，又は削除する補
正や，②指定商品・役務を非類似の商品・役務に変更し，又は拡大したり，他の類
似の商品・役務に変更し，又は拡大する補正が，要旨を変更する補正に当たるこ
とになる。 

   他方で，ⓐ商標中の付記的部分に商品の産地等や役務の提供の場所を示すよう
な文字がある場合に，これらを削除する補正や，ⓑ指定商品・役務の範囲の減縮，
誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改める補正は，要旨の変更には当
たらないとされる。 

 ⑵ 本件における検討 
  ア （イ）の補正 
    「パテまる」の「まる」の部分は，わずか４文字の商標の半数にわたるもので

あるから，付記的部分であるとはいえない。そのため，その部分について平仮
名表記から漢字表記へと改める補正は，要旨変更補正に当たるから，（イ）の補
正は却下されることになる。 

  イ （ロ）の補正 
    （ロ）の補正は，あくまでも「機械」と記載すべきところを「機会」と誤記し

た部分について訂正をするにすぎないものである。そのため，他の類似の商品・
役務に変更したり，指定商品を拡大するものではないから，要旨変更補正には
当たらない。 
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    そのため，（ロ）の補正は適法となるから，補正後の指定商品との関係で審査
が行われることになる。 

 
４ 設問⑷について 
 ⑴ Ａはいまだ連絡船を開業しておらず，「パテ丸ライン」の商標が周知であるとは

いえないと考えられる。そのため，周知性を要件とする４条１項 10 号違反や同
19号違反の登録異議申立理由（43条の２第１号）を主張することはできない。 

   また，Ａは未開業である以上，役務の混同のおそれもいまだ生じないと考えら
れ，４条１項 15号違反の登録異議申立理由を主張することも困難である。 

   しかも，特許法等とは異なり，冒認出願に対する救済規定も存在しない。 
 ⑵ そこで，Ａの代理人としては，４条１項７号違反の登録異議申立理由を主張す

べきであり，Ｃの出願した「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
に当たるかを検討することが必要となる。 

  ア 判断方法 
    ７号は，社会の秩序や道徳的秩序の維持を目的とするものであり，例えば，

「征露丸」のように，特定の国やその国民を侮辱するような商標がこれに該当
するとされている。また，近時は，商標の構成自体には問題がなくとも，出願の
経緯や目的が社会的相当性を欠き，その登録を認めることが商標法の予定する
秩序に反する場合にも，７号該当性を肯定する傾向がある。 

  イ 当てはめ 
    「パテ丸ライン」の商標は，Ａが使用するものとして公募により決定された

ものである。そのため，Ａ以外の第三者に使用させることは，そのような公募
の意義を失わせ，ひいては甲市の経済活性化の阻害ともなり得る。 

    そのため，Ｃによる出願は出願の経緯に照らして社会的相当性を欠き，商標
法の秩序に反するということができるから，「公の秩序……を害するおそれがあ
る商標」であるといえる。 

    よって，７号違反の登録異議申立理由を主張すべきである。 
 
５ 設問⑸について 
  本問では，来店者に記念品として配ったマグカップがいわゆるノベルティに当た
り，マグカップの包装箱に付された「ぱて丸」はマグカップの出所を表示するもの
ではなく，マグカップとの関係において商標としての使用には当たらないから，指
定商品「食器類」に係るＡＤの登録商標「パテ丸」の商標権を侵害しないと主張する
ことが考えられる。また，マグカップには，甲市に伝わる武将「ぱて丸」の肖像画が
付されているのであって，包装箱の「ぱて丸」の文字はその肖像画の人物の名称を
説明する意味しか持たず，やはり商標的使用には当たらないと主張することが考え
られる。 

 ⑴ 規範定立段階 
   ノベルティは広告媒体に過ぎず商標法上の「商品」に当たらないとして，侵害

の成立を否定した大阪地判昭 62.８.26【百選１】がある。しかし，商品該当性と
いうよりは，商標として使用されているかという観点から分析を試みる方が，近
時の裁判例とも整合的であろう。 
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   そして，商標法が登録商標を保護する趣旨は，登録商標の指定商品・役務につ
いての出所表示機能を商標権者に独占させることにより，出所の混同を防止し，
商標権者の信用の蓄積を可能とする点にある。 

   このような趣旨からは，当該商品との関係において出所表示機能を果たしてい
ない場合には，出所表示機能を害することはなく，出所混同のおそれも生じない
以上，「登録商標の使用」（25条本文）には当たらないと解すべきであろう。 

 ⑵ 当てはめ 
   レストランの来店者に記念品としてマグカップを配ったのであり，いわゆるノ
ベルティと呼ばれるものに当たる。このようなマグカップは，飲食物の提供とい
う役務に係るレストランについての広告媒体の一種ということができ，出所表示
機能を営むとしてもそれはマグカップではなくレストランについてのものである
ということになる。 

   さらに，マグカップには甲市に伝わる「ぱて丸」の肖像画を付しているのであ
って，その包装箱には，登録商標が「パテ丸」と片仮名を用いているのとは異な
り，その武将の名前を平仮名で「ぱて丸」と記載しているにすぎない。そのため，
マグカップの包装箱に付された「ぱて丸」の文字は，マグカップに付された肖像
画の人物の説明としての意味しか有しておらず，そもそも何らかの出所を表示す
るものではないともいえる。 

 ⑶ 結論 
   「ぱて丸」の文字は，マグカップとの関係において出所表示機能を果たしてい
るとはいえないから，ＡＤの有する登録商標との関係では「登録商標の使用」に
当たらず，商標権侵害とならないことになる。 

 
６ 設問⑹について 
  商標登録出願後，商標権の設定登録前のＦの行為についていかなる措置をとり得
るかが問題となっているため，金銭的請求権（13条の２）について問われているこ
とが読み取れる。答案においては，13条の２の要件を丁寧に検討することが重要と
なる。 

 ⑴ 「当該出願に係る……指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者」 
   渡し船を経営するＦは，船という「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」（２条３項３号）に，Ａの出願商標と同一の「パテ丸ライン」の
商標を付しているため，「当該出願に係る商標の使用をした」といえる。 

   また，上記船は渡し船に用いられるものであり，Ａの出願に係る指定役務と同
一の「客船による輸送」について使用がなされているといえ，「指定役務について
……使用をした」ともいえる。 

   そのため，上記要件を充足する。 
 ⑵ 「商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告
をしたとき」 

   Ａは，既に商標登録出願をしているから「商標登録出願をした後」ということ
ができる。そのため，書面による警告を行うことで，上記要件を充足することが
できる。 
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 ⑶ 「その警告後商標権の設定の登録前に」当該出願に係る指定商品又は指定役務
について当該出願に係る商標の使用をした者 

   上記のＦの使用行為は，警告後商標権の設定登録前にもなされていることが必
要となる。 

 ⑷ 「当該使用により生じた業務上の損失」 
   当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払の請求をするこ

とができる権利であるから，使用によって業務上の損失が生じていることが必要
となる。 

   ところが，Ｆは，甲市から 1000ｋｍも離れている場所において，小規模な渡し
船に出願商標と同一の商標を付しているにすぎず，かかるＦの行為によってＡが
損失を受けるとは考え難い。そのため，上記要件を充足しないのが通常であり，
上記の請求は認められない。 

   なお，仮に損失が生じるとした場合には，金銭的請求権は商標権の設定登録後
でなければ行使できない点にも注意が必要となる（13条の２第２項）。 

 
７ 設問⑺について 
  Ａが商標登録出願を基礎として国際登録を受けるには，国際登録出願（68条の２
第１項１号，マドリッド議定書２条⑴）をする必要がある。 

  もっとも，議定書２条⑴は「基礎出願……の名義人は」と規定しているため，基礎
出願と国際登録出願との名義人は同一であることを要し，ＡとＧの共同でなされた
上記出願を基礎にＡが単独で国際登録出願をすることはできない。 

  そこで，ＡとＧの両者が共同で国際登録出願をした上で，国際登録出願の名義人
をＡのみに変更することで，Ａが単独で国際登録を受けることが考えられる。この
場合には，変更届を特許庁長官又は国際事務局に行うことが必要となる（議定書９
条・６８条の６）。 

  なお，商標登録出願により生じた権利をＧから譲り受けて特許庁長官に届出をし
て（13 条２項・特許法 34 条４項）基礎出願たる商標登録出願の名義人をＡのみと
した上で，Ａが単独で国際登録出願をすることも可能であるため，この点について
言及してもよいであろう。ただし，この場合には，日本国内においてＧは商標権を
取得できなくなってしまうから，あまり現実的な方法であるとはいい難い。 
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論証 

１ 「使用をする商標」（３条１項柱書） 

 「使用をする商標」（３条１項柱書） Ａ  

現時点において使用されていない商標は，「自己の業務に係る商
品……について使用をする商標」（３条１項柱書）に当たらず，拒
絶理由の対象（15条１号・３条）とならないか。 
 そもそも，３条１項柱書は，出願から登録を受けるまでには時間
を要し，業務開始のための準備期間を要するため，将来の使用に備
えて登録を受けることができるようにする点にある。また，３条１
項柱書は，「使用をする」と規定し，「使用をしている」とは規定し
ていない。 
 そこで，「使用をする商標」とは，現に自己の業務に係る商品役
務について使用している商標のみならず，将来自己の業務に係る
商品役務について使用する意思を有する商標をも含むと解する。 
 
 ※ 使用をする意思の有無については，使用の意思は単に表明

されているだけでは足りず，将来使用する蓋然性が求められ
る。 

 

２ 「要旨を変更する」補正（16条の２第１項） 

 「要旨を変更する」補正（16条の２第１項） Ａ  

 「要旨を変更する」補正とは，補正により願書に記載した商標を
変更し，指定商品・役務を実質的に拡張・変更することをいうと解
する。具体的には，商標中の付記的部分でない普通名称，品質若し
くは質の表示，材料表示等の文字，図形，記号又は立体的形状を変
更し，追加し，又は削除する補正や，指定商品・役務を非類似の商
品・役務に変更し，又は拡大したり，他の類似の商品・役務に変更
し，又は拡大する補正が，要旨を変更する補正に当たる。 
 
 ※ 商標中の付記的部分に商品の産地等や役務の提供の場所を

示すような文字がある場合に，これらを削除する補正や，指定
商品・役務の範囲の減縮，誤記の訂正又は明瞭でない記載を明
瞭なものに改める補正は，要旨の変更には当たらないとされ
る。 

 

３ 「登録商標の使用」（25条本文） 

 「登録商標の使用」（25 条本文） Ａ  

 そもそも，商標法が登録商標を保護する趣旨は，登録商標の指定
商品・役務についての出所表示機能を商標権者に独占させること

論  証 

論  証 

論  証 
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により，出所の混同を防止し，商標権者の信用の蓄積を可能とする
点にある。 
 かかる趣旨からは，当該商品との関係において出所表示機能を
果たしていない場合には，出所表示機能を害することはなく，出所
混同のおそれも生じない以上，「登録商標の使用」（25条本文）に
は当たらないと解すべきである。 

 

４ 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（４条１項７号） 

 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある
商標」（４条１項７号） 

Ｂ  

 商標の構成自体には問題がなくとも，「公の秩序又は善良の風俗
を害するおそれがある商標」（４条１項７号）に当たらないか。 
 そもそも，同号の趣旨は，社会秩序の維持にあるところ，かかる
秩序には，商標法下における秩序も含まれる。 
 そこで，出願の経緯や目的が社会的相当性を欠き，その登録を認
めることが商標法の予定する秩序に反する場合には，「公の秩序又
は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たると解する。 

 

  

論  証 
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模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 設問⑴について 
 指定役務である「工業所有権に関する手続の代理」すなわち弁理士業
務は，Ａ汽船会社が行い得る業務ではない（弁理士法７５条）。 
 そして，商標登録を受けるためには，「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」（３条１項柱書）であることが必要となる。「使
用をする商標」とは，現に自己の業務に係る商品・役務について使用を
している商標，及び将来自己の業務に係る商品・役務について使用する
意思を有する商標をいうと解される。 
 そのため，Ａは，現在及び将来にわたり弁理士業務を法令上行い得な
い以上，弁理士業務につき本件商標を使用することはないから，将来自
己の業務に係る商品・役務について使用する意思を有するといえない。 
 よって，「使用をする商標」に当たらず，３条違反の拒絶理由が通知（１
５条の２）され，拒絶査定がなされる（15 条 1号）。 
２ 設問⑵について 
 ＡＢが共同でした商標登録出願につき，Ａは単独で手続補正書を提出
している。そして，商標登録出願をした者は，事件が審査に係属してい
る場合には補正をなし得る（６８条の４０第１項）ところ，Ｂの住所表
示の誤記を訂正する補正は，７７条２項・特許法１４条に規定がないか
ら，各人が全員を代表する。そのため，Ａが単独で行った補正は適法で
あり，補正後の内容をもって審査が進められる。 
３ 設問⑶について 
 「パテまる」を「パテ丸」とする（イ）の補正は，「商標登録を受けよ

うとする商標についてした補正」（１６条の２第１項）であるし，指定商
品としての記載「電気通信機会器具」に係る（ロ）の補正は，「指定商品
……についてした補正」（同条項）である。そのため，これらの補正が要
旨変更補正に当たる場合には，決定をもって却下される。 
 そして，「要旨を変更する」補正とは，願書に記載した商標を変更し，
指定商品・役務を実質的に拡張・変更する補正をいうと解される。 
 本件の「パテまる」の「まる」の部分を漢字とすることは，わずか４
文字の商標の半数にわたる付記的部分とはいえない部分の変更であるた
め，願書に記載した商標を変更するものとして要旨変更補正に当たり，
（イ）の補正は却下される。 
 他方，（ロ）の補正は，「機械」と記載すべきなのに「機会」と誤記した
部分につき訂正するものにすぎず，他の類似の商品・役務に変更したり，
指定商品を拡大するものではない。そのため，要旨変更補正には当たら
ず，（ロ）の補正は適法となり，補正後の内容で審査される。 
４ 設問⑷について 
⑴ Ａはいまだ連絡船を開業しておらず，「パテ丸ライン」の商標は周知
といえない。そのため，周知性を要件とする４条１項１０号違反や同
１９号違反の登録異議申立理由（４３条の２第１号）は主張できない。 

⑵ そこで，Ａの代理人としては，同７号違反の登録異議申立理由を主
張すべきである。すなわち，「パテ丸ライン」の商標は，Ａが使用する
ものとして公募により決定されたものであるため，Ａ以外の者に使用
させることは，公募の意義を失わせ，ひいては甲市の経済活性化の阻

 

２ 

１ 
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 「商標登録出願人」Ａは，Ｆに対し，金銭的請求権（１３条の２第１
項）を行使すると考えられる。 
⑴ まず，指定役務「客船による輸送」と同一の渡し船を経営するＦは，
船という「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」
（２条３項３号）に，Ａの出願商標と同一の「パテ丸ライン」の商標
を付しているため，「当該出願に係る……指定役務について当該出願に
係る商標の使用をした者」（１３条の２第１項）に当たる。 

⑵ そのため，Ａは，書面による警告をし，警告後商標権の設定登録前
に係るＦの行為により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払
を，商標権の設定登録後に請求できる。ただし，Ｆは，甲市から１０
００ｋｍ離れた乙町で小規模な渡し船につき上記使用をしているにす
ぎず，Ａには「業務上の損失」は生じないから，請求は認められない。 

７ 設問⑺について 
 商標登録出願を基礎として国際登録を受けるには，国際登録出願（６
８条の２第１項１号，マドリッド議定書２条⑴）をする必要がある。も
っとも，議定書２条⑴は「基礎出願……の名義人は」と定めるため，基
礎出願と国際登録出願との名義人は同一であることを要し，Ａは，Ｇと
共同でした出願を基礎に単独で国際登録出願をすることはできない。も
っとも，ＡＧが共同で国際登録出願をした上，国際登録出願の名義人の
変更の変更届を特許庁長官又は国際事務局に行うことで，Ａを単独の名
義人として，単独で国際登録を受けることができる（議定書９条・６８
条の６）。                       以 上 

害ともなり得る。そのため，出願経緯が社会的相当性を欠き，Ｃの登
録を認めることが商標法の予定する秩序に反するといえるから，「公の
秩序……を害するおそれがある商標」に当たり，７号違反の登録異議
申立理由を主張すべきである。 

５ 設問⑸について 
 マグカップの包装箱に付された「ぱて丸」はその出所を表示するもの
ではなく，Ａ及びＤの登録商標の「使用」（２５条本文）に当たらないか
ら，Ａ及びＤの登録商標「パテ丸」の商標権を侵害しない。 
⑴ そもそも，商標法が登録商標を保護する趣旨は，商品・役務につい
ての出所の混同を防止する点にある。かかる趣旨からは，当該商品と
の関係で出所表示機能を果たしていない場合には，出所混同は生じな
い以上，「登録商標の使用」（２５条本文）には当たらないと解する。 
⑵ 本件では，レストランの来店者に記念品として配布されたマグカッ
プは，レストランに係る広告媒体といえる。また，マグカップには甲
市の武将「ぱて丸」の肖像画を付しており，包装箱には登録商標と異
なり武将の名前を平仮名で「ぱて丸」と記載するにすぎない。そのた
め，包装箱の「ぱて丸」は，マグカップの肖像画の説明としての意味
しかなく，出所を表示するものではない上に，仮に出所を表示すると
してもそれはＥのレストラン業務という役務の出所を表示するにすぎ
ない。よって，マグカップの出所表示機能は果たしておらず，Ｄの登
録商標との関係で「使用」に当たらないから，商標権を侵害しない。 

６ 設問⑹について 

３ 

４ 


