「環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ協定）締結に伴う商標法改正による商標の同一に
ついて」
弁理士 安原正義
１．ＴＰＰ協定締結に伴う商標法改正
ＴＰＰ協定締結に伴う商標法改正により、法定損害賠償制度が導入された。商標法 38 条
4 項では、以下規定する。
「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害
が指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からな
る商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称
呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商
標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第 50 条において同じ。）の使用によるもの
であるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は
専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。」
（商標法 38 条 4 項）
。
２．商標の同一についての問題点の所在
（１）商標法 38 条 4 項括弧書きでは、商標権侵害（商標法 38 条）の場合と不使用取り消
し審判（商標法 50 条）の場合とも、登録商標の同一の範囲は同じである旨規定される。
（２）従来、商標権侵害では類似で判断すれば足るため、同一乃至同一性について敢えて判
断する必要は無かった（商標法 25 条、同 37 条 1 号）
。
旧法下では、商標権侵害における商標の同一性の判断基準として出所表示機能を指摘す
る見解があった。(1)
（３）商標の使用に関し、改正前は、実務上商標法 50 条の使用は商標権侵害における使用
に比し緩やかに扱われていた。(2)
更に、商標法 50 条の使用は、商標の本質的機能を果たす態様の使用に限定しなければな
らない理由はないとする見解もある。(3) (4) (5) (6) (7)
商標的使用の判断要素の一つと思われる、登録商標と同一乃至同一性について、商標権侵
害の場合と不使用取り消し審判の場合とも共通に解釈する妥当性が問題となる。
商標法 38 条 4 項括弧書きでは、商標権侵害（商標法 38 条）の場合と不使用取り消し審
判（商標法 50 条）の場合とも、登録商標の同一の範囲は同じである旨規定されるが、登録
商標の同一の範囲は、商標権侵害の場合と不使用取り消し審判の場合で果たして同じと考
えて良いのか、不使用取り消し審判の場合は、商標の使用についての判決と同様商標権侵害
の場合よりゆるやか考えるのかが問題となる。

３．立法実務担当者の見解
立法者は、商標法 38 条 4 項括弧書きでは、商標権侵害の場合（商標法 38 条）も不使用
取り消し審判（商標法 50 条）も、登録商標の同一の範囲は同じに考えているものと思われ
る。その根拠の一つは、
「環太平洋パートナーシップ協定第 18．76 条第 1 項注（ａ）
」にあ
るのではないかと思われる。(8) (9)
しかし、環太平洋パートナーシップ協定第 18．76 条第１項注（ａ）からは、商標権侵害
（商標法 38 条）の場合も不使用取り消し審判（商標法 50 条）の場合も、登録商標の同一
の範囲は同じに考えなければならないことまでは、導かれないように思われる。
商標権侵害の場合と、不使用取り消し審判の場合とについて、関係する商標の機能も共通
しているのか、商標の機能にまで遡って考える必要があるように思われる。
４．欧州商標法での商標の同一についての判断
欧州商標法での登録商標の専用権の範囲における商標権侵害における、いわゆる二重同
一（商標指令 10 条 1 項・2 項(ａ)）については、出所混同の有無は問題とならないとされ
る。(10) (11)
欧州商標法では何をもって、登録商標と同一と判断するかについては必ずしも明らかで
はない。しかし、商標の同一は、商標の機能から判断することが認識されているものと思わ
れる。(12) (13)
５．商標の機能
商標は、商標の機能によって、取引者需要者に働きかけて行くのだから、取引者需要者が
同一ないし同一性を有すると判断するかは商標の機能によると考えるのが妥当と思われる。
次に、商標権侵害の場合と不使用取り消し審判の場合には、どのような商標の機能によっ
て、判断されるのかが問題となる。
商標の機能には、自他商品識別機能、出所表示機能品、品質保証機能、それ以外に宣伝広
告機能等があるとの指摘がある。(14)
商標の機能について述べた判決としては、「フレッドペリー並行輸入事件」最判がある。
（最判平成 15 年 2 月 27 日

平成 14 年（受）第 1100 号「フレッドペリー並行輸入事件」

以下「フレッドペリー並行輸入事件」最判という。
）(15) (16) (17)
品質保証機能について、商標法 51 条、53 等を根拠にあるいは産業の発達の観点から現行
商標法は保護対象としているとする見解がある。(18) (19)
それに対して品質保証機能は現行商標法の保護対象外であるとする見解がある。(20)
６．商標権侵害事件実務における商標の機能
筆者の商標権侵害事件の経験からすると、通常の商標権侵害事件において、登録商標の出

所表示機能と併せて、品質保証機能を毀損され、商標権者が損害を受けていることがある。
その場合、実務家としては、事案の悪性は、裁判官への心証、損害賠償の額等には影響する
可能性もあるので品質保証機能の毀損についても主張立証には務めるが、出所表示機能の
毀損を主張立証すれば、商標権侵害事件としては解決可能なことが多い。通常の商標権侵害
事件では、品質保証機能は出所表示機能の裏側に隠れていて、表に出てこない場合があるの
ではないかと思われる。
品質保証機能は現行商標法の保護対象外であるとする見解が、商標権侵害事件では、出所
表示機能の毀損を問題とすれば、ほとんどの場合解決可能であることを指摘するものであ
れば、賛同する。しかし、だからと言って、品質保証機能は商標法では保護していないとま
では言えないように思われる。
真正商品並行輸入事件では、言わば、出所表示機能が商標権侵害の判断基準としては、機
能しなくなってしまったので、商標権侵害の判断基準として品質保証機能が表にあらわれ
てきていると思われる。
７．商標権侵害についての解釈の変遷
30 数年前、三宅正雄東京高裁元判事が主催されていた研究会で、最近は商標権侵害を出
所の混同との関連で考えるが、商標法の侵害規定には、類似としか規定されていない、と商
標権侵害の解釈に出所表示機能を取り入れることに疑問を指摘されたことを思い出す。三
宅元判事は、ＹＡＳＨＩＣＡ事件等画期的な判決を出された方であるとともに、商標権侵害
事件では類似を出所の混同の有無で判断する裁判例が出ていた時期だったので、違和感を
覚えたのを記憶している。(21)
今思うと、条文に基づいて判決する裁判官としては、類似としか規定していない侵害規定
に出所表示機能を盛り込む困難を指摘されたのかもしれない。
同一類似としか規定されていない商標権侵害規定を、先輩研究者、実務家の尽力で、出所
表示機能から解釈するようになり、
「フレッドペリー並行輸入事件」で品質保証機能も含め
て解釈するようになったと思われる。欧州に見られるように、将来は商標の他の機能からも
判断されるようになると思われる。但し、商標権侵害事件の多くは、出所表示機能の毀損を
問題とすれば解決するものと思われる。
８．現行商標法における商標の機能についての記載
現行商標法は、商標の機能について、
「フレッドペリー並行輸入事件」最判のように明確
に規定していない。
「フレッドペリー並行輸入事件」は事案としては、並行輸入についてものではあるが、
「商
標の機能である出所表示機能及び品質保証機能」と判断するように、商標の機能一般につい
て述べていると思われる。
「フレッドペリー並行輸入事件」最判では、商標の機能について
は出所表示機能及び品質保証機能があることを認めているものと思われる。但し、前述のよ

うに異なる見解はある。
商標の機能を、商標法の目的から演繹する方法も考えられるが、実務家からすると、目的
規定は漠としたものであって、ある意味どのような解釈も可能である。むしろ、直截に商標
自体の働きから商標の機能を把握して、商標法に当てはめた方が説得力を有するように思
われる。
商標を保護する現行商標法に、商標の機能について正面から規定していないのは奇異な
感がするが、商標法に、保護対象となる商標の機能を当てはめて解釈すれば良いだけで、商
標の機能を解釈論で補充可能である点では、現行商標法は柔軟性に優れていると思われる。
９．商標の機能と条文あるいは「問題となる法律関係」との関係
現行商標法は、商標の機能について明確に規定していない。しかし、商標に機能があるこ
とには異論が無い。
各条文あるいは問題となる法律関係毎に、当該法律関係と最も密接な関係にある商標の
機能、あるいは、当該法律関係を支配する商標の機能は、異なっている。問題となる法律関
係あるいは条文の各要件は、当該法律関係あるいは条文と最も密接な関係にある商標の機
能、あるいは、当該法律関係等を支配する商標の機能により各々判断されると思われる。各
条文あるいは問題となる法律関係で同一乃至同一性あるいは類似、使用の判断基準として
適用される商標の機能は異なると思われる。
各条文あるいは各法律関係において、商標の機能のなかで何の商標の機能が求められて
いるのか、あるいは各条文あるいは各法律関係と最も密接な関係を有する商標の機能を探
知し、探知した商標の機能の判断基準を用いて、各条文あるいは法律関係毎に同一乃至同一
性、類似、使用の内容を決めることになると思われる。(22)
不使用取消審判の場合は、前述の裁判例からの指摘があるように、自他商品識別機能から
あるいは商標の機能と関係なく判断されるものと思われる。
他方、商標権侵害の場合は、侵害者の商標によって、商標権者の商標権の出所表示機能、
品質保証機能が毀損されているかを判断する上からもこれら商標の機能からも判断する必
要があると思われる。
１０．結語
登録商標の同一の範囲は、不使用取消審判の場合は、自他商品識別機能からあるいは商標
の機能と関係なく判断されると思われる。
他方、商標権侵害の場合は、登録商標の同一の範囲は、商標権者の商標権の出所表示機能、
品質保証機能からも判断されると思われる。
商標法 38 条 4 項括弧書きでは、商標権侵害（商標法 38 条）の場合と不使用取り消し審
判（商標法 50 条）とも、登録商標の同一の範囲は同じである旨規定されるが、登録商標の
同一の範囲は、商標権侵害の場合と不使用取り消し審判の場合で異なり、不使用取り消し審

判（商標法 50 条）の場合は、商標権侵害の場合より、不使用取り消し審判に関する商標の
使用についての判決と同様ゆるやか考えるものと思われる。

注
(1) 兼子一、染野義信『特許・商標』(青林書院 昭和 30 年) 520 頁、521 頁、
「商標権の効
力は、その商標の使用による商品の出所の混同を防止し、取引者の競業関係をその現状に於
いて保全することを目的とするものであるから、積極的に出所を指標する機能に於いて同
一性のある商標を使用し、他人における使用を排除することができるものというべきであ
る。商標は類似商標を類似商品について使用することを限度として保護されるものであっ
て、むしろこの限度は商標保護の条件である。」とする。
(2) 飯村敏明 パテント 2012 Vol65 No.11「商標関係訴訟～商標的使用等の論点を中心に
して～」111 頁、112 頁「裁判所は、不使用取消審判に係る事件については，当該制度が設
けられた趣旨に照らして，商標権者（通常使用権者を含む」
。
）が，商標を活用している実態
が存在するような場合には，その使用態様を個別的具体的に検討し，商標権を取り消すとい
う不利益を与えるほどの使用態様が否かという観点から総合考慮して，結論を導いている
ように推測されます。
」
、
「裁判例を分析する限り，
『商標的使用』については、登録商標の不
使用取消審判における『使用』の有無を判断する場面では，侵害訴訟よりも，判断基準が緩
やかです。そして、登録商標の不使用取消審判における『使用』の判断基準を緩やかにする
ことには，十分な合理性があると考えています。
」
(3) 高部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟』
（一般社団法人 金融財政事情研究会 平成 27 年）
270 頁「商標の不使用を事由とする商標登録取消しの制度の存在理由、すなわち全く使用さ
れていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与え
ておくべきでないという理由に鑑みても、商標法 50 条所定の『登録商標の使用』は、商標
がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば十分であって、識別標識として
の使用（すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用）に限定しな
ければならない理由は、考えられない。
」この見解は、現行商標法は、商標の機能について、
明確に規定していないことを指摘するものとも考えられる。
(4) 判決としては、知財高判平成 27 年 11 月 26 日「アイライト事件」 裁判所ホームペー
ジがある。
「商標法 50 条の主な趣旨は，登録された商標には，その使用の有無にかかわら
ず，排他独占的な権利が発生することから，長期間にわたり全く使用されていない登録商標
を存続させることは，当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め，国民一般の
利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので，一定期間使用されていない登
録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。
上記趣旨に鑑みれば，商標法 50 条所定の『使用』は，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（商標法２条３項各号）されていれば足り，出所表示機能

を果たす態様に限定されるものではないというべきである。
」とする。但し、同判決は、事
案としては出所表示機能を果たした使用とする。
(5) 同判決の評釈としては、小林利明 判批 ジュリスト 1502 号 8 頁がある。
(6) 他に知財高裁平成 28 年 9 月 14 日「ＬＥ ＭＡＮＳ」がある。
(7) 同じく知財高裁平成 28 年 11 月 2 日「アイライト」がある。
(8) 「ＴＰＰ 知的財産条項の実務への影響」 2019 年 2 月 26 日 第二東京弁護士会・
日本弁理士会合同研修で、特許庁で立法実務を担当していた松田誠司弁護士が講師を務め
られた。松田弁護士は、筆者の商標権侵害の場合（商標法 38 条）と不使用取り消し審判（商
標法 50 条）とで、商標の同一内容は異なるのではないかとの質問に対して、立法段階では、
侵害時における登録商標との同一と、不使用取消審判における登録商標との同一について
は、同一内容との前提で立法していた。但し、筆者のような考えも、当然出てくると述べら
れた。同研修で、講師は、不使用取消審判に係る審決取消事件判決について言及することは
なかった。
(9) 松田誠司 ＮＢＬ 1094 号 ＴＰＰ協定締結に伴う産業財産権法の改正

18 頁、同

1096 号 48 頁「環太平洋パートナーシップ協定第 18．76 条第 1 項注（ａ）」によれば、
『不正商標物品（counterfeit trademark goods）とは、一の物品について有効に登録されて
いる商標と同一の商標又は当該有効に登録されている商標とその基本的側面において識別
することができない商標を許諾なしに付した同様の物品（包装を含む。）であって、そのよ
うな商標を付したことをもってこの節の規定に基づく手続きを定める締約国の法令上、商
標権者の権利を侵害するものをいう』（下線は筆者《松田誠司》による）とされている。し
たがって、不正使用とは『登録商標と社会通念上同一の商標による侵害を指す』ものと考え
られる。
」とする。
(10) 大西育子 『商標権侵害と商標的使用』
（信山社

2011 年）38 頁「第 1 類型は、登録

商標の専用権の範囲における侵害である。専用権の範囲では、『とりわけ、出所表示として
の商標を保障することをその機能とする登録商標により付与される保護は絶対的である』
とされ、
（商標指令前文第 10 リサイタル），混同のおそれの有無は問題とならない。」、
「第 3
要件：登録商標と同一の標識であって、登録商標の指定商品・役務と同一の商品又は役務に
ついての使用であること。
」とする。
(11) 茶園成樹 パテント 2019 Vol72 No.4「欧州商標法における商標の機能」171 頁
(12) 2018 年日本工業所有権法学［シンポジウム］
「商標権の効力の制限」で、司会をされ
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